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「社会福祉・保健医療関係」が 171 本（16.3%）、

「地域づくり関係」が 112 本（10.7%）、「生活

基盤整備関係」が 105 本（10.0%）、「経済・産

業振興関係」が 97 本（9.3%）、と続き、上位

5分野に属する調査研究が 748 本で全体の約

7割を占めている（図1）。

2018 年度実績（2019 年度に調査実施）2と

比較すると、都市自治体では、上位2分野「総

合計画関係」と「社会福祉・保健医療関係」

は同じだが、「地域づくり関係」の割合が増加

し3位となっている。一方、都市シンクタン

ク等では、上位3分野「地域づくり関係」「経
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2 2019 年度にも同様の調査を実施している。「都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動」（『都市とガバナンス』第
32 号 ,2019 年）146-165 頁。
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研
究活動～超高齢・人口減少時代を見据えた
総合計画、福祉、地域づくりへの取組み～

全国の都市自治体及び都市自治体が設置する都市政策研究等を行う組織（以下、「都市シンクタンク

等」という。）による調査研究活動について、都市自治体間における情報共有を図り、都市自治体の政策

形成能力向上に資することを目的とし、定期的に調査を行っている。本稿では、2020 年度の調査結果を

報告する。その中でも、超高齢・人口減少時代を迎え、総合計画、社会福祉・保健医療、地域づくりへ

の取組みが注目される。

はじめに

当センターでは、都市自治体や都市シンクタ

ンク等の調査研究活動について、情報共有を

図ることで都市自治体の政策形成能力の向上

に資することを目的として調査を行っている。

2020 年度は、「2019 年度都市自治体の調査

研究活動に関するアンケート調査」の実施、

また、「都市シンクタンクカルテ」の作成を

行った。これらの調査の概要は、以下のとお

りである。

◆調査対象

全国 815 市区の全部門

都市シンクタンク等 46 団体

◆調査内容

2019 年度に実施した調査研究活動

◆調査方法

メールによるアンケート

◆回答状況

369 市区（回収率 約 45.3%）

46 団体（回収率 100％）

◆調査研究活動件数

1,047 本1

1 調査研究活動の状況

（1）調査研究活動の分野

回答のあった 369 市区及び 46 団体のうち、

「調査研究活動を行った」のは 277 市区

（75.1%）・38 団体（82.6%）である。

調査研究活動の分野は、「総合計画関係」が

263 本であり、最も多い（25.1%）。次いで、
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1 都市自治体から 936 本、都市シンクタンク等から 130 本の回答があった。その内、19 本は都市自治体と都市シンクタン
ク等から重複して回答があったため、都市シンクタンク等からの回答を有効回答として集計し、重複を除いた 1,047 本を
調査研究活動件数とした。
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ウ 地域づくり関係

「地域づくり関係」では、男女共同参画に関

する市民意識調査や、人権に関する意識調査

が多く行われている。

（2）調査研究活動の実施形態

調査研究活動の実施・参画主体は、「都市自

治体（都市シンクタンク等又は企画部門を除

く）職員」であるものが 469 本（44.8%）であ

り、最も多い。次いで「都市自治体の企画部

門（都市シンクタンク等を除く）の職員」が

208 本（19.9%）、「シンクタンク、コンサルティ

ング会社の職員（都市シンクタンク等の職員

を除く）」が 102 本（9.7%）である（表1）。

実施形態は、数が多い順に、「組織内グルー

プ研究」が 416 本（39.7％）、「その他」が 367

本（35.1％）、「外部有識者参加研究会」が 177

本（16.9%）となっている（図3）。

（3）調査研究活動の課題・問題点

調査研究活動を行った際の課題や問題点

は、数が多い順に、「専門知識、ノウハウ不足」

が 108 団体、「アンケート有効回答件数不足」

が 89 団体、「要員数不足」が 58 団体回答して

いる（図4）。
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表1 調査研究活動の実施・参画主体（中心的役割に近い順に各1つ）

77208②都市自治体の企画部門の職員（①を除く）
94①都市シンクタンク等の職員 9

3 位

5902596無回答

11
2 位

68251102⑤シンクタンク、コンサルティング会社の職員（①を除く）
292314④他自治体の職員
77184469③都市自治体の職員（①、②を除く）
27

7⑧公益法人、NPO法人の職員（①、⑤を除く）

1位

17

実施・参画主体

2911⑦大学院生・大学生
396662⑥大学の研究者

1,0471,047合計

797136⑩その他
916438⑨市民（⑤、⑥、⑦を除く）
2112

1,047

367
68

108
177

134
115

416
57
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図3 調査研究の実施形態（複数選択可）
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済・産業振興関係」「その他自治体運営関係」

は同じであった。

2017 年度から 2019 年度の3ヶ年の実績を

比較すると、都市自治体及び都市シンクタン

ク等のどちらにおいても、「総合計画関係」「行

財政改革関係」の割合は毎年増加しており、

「その他特定課題関係」の割合は毎年減少し

ている（図2）。

また、本稿の最後の表2は「都市自治体等

の調査研究活動一覧」を、表3は「都市シン

クタンク等一覧」をそれぞれ紹介している。

ここでは、調査研究数上位3分野について

紹介する。

ア 総合計画関係

「総合計画関係」では、2018 年度同様、各種

の市民意識調査が実施されており、計画策定

のためのアンケート調査等も多く行われている。

イ 社会福祉・保健医療関係

「社会福祉・保健医療関係」では、計画策定

に関わるアンケート調査が多く行われてい

る。また、介護、高齢者、子ども等の幅広い

分野の調査研究が行われている。
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図2 調査研究活動分野の変化
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おわりに

各都市自治体は、予算や人員が限られる中

で、様々な分野の調査研究活動に取り組んで

おり、計画の策定や政策の立案に結びついて

いる。

当センターでは、これら都市自治体及び都

市シンクタンク等の調査研究活動について、

本誌の他にも、ホームページ（http://www.

toshi.or.jp/?cat=52）にて、情報提供をして

いる。

最後に、新型コロナウイルス感染拡大等を

受けてご多忙の中、本調査にご協力をいただ

いた皆様にこの場をお借りして深く感謝申し

上げるとともに、今後の調査に対する引き続

きのご協力をお願いし、本稿を終えたい。

（研究員 森愛美子）
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都道府県名 市区名 調査研究名

北海道

函館市
○地方創生に関するアンケート調査○コンブ養殖漁業振興研究事業○磯焼け
漁場機能診断・藻場造成技術開発研究事業○ホッケ資源量変動機構解明研究
事業○ PFI等導入可能性調査○令和元年度障がい児・者実態調査○函館市食
の産業化推進事業調査業務

室蘭市 ○子どもの読書活動推進計画
帯広市 ○帯広市のみどりに関するアンケート調査
留萌市 ○令和元年度市民まちづくりアンケート
江別市 ○総合戦略策定に係る人口推計
士別市 ○駅前再整備
深川市 ○人口動態調査
富良野市 ○市民意識調査・転出入者アンケート調査
登別市 ○まちづくり意識調査○登別市の公共交通をより良くするためのアンケート

青森県

青森市 ○令和元年度青森市民意識調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅
介護実態調査

青森公立大学
地域連携セン
ター

○「国際的な視点からする地域新ビジネスとイノベーション創発のための自
治体コミュニティ戦略」事業○「青森県をドローン利活用先進県にするため
の調査実践」事業○「AIを用いた地域見守り端末に関する調査」事業○「イ
ンバウンド需要に応えるための効果的な短期英語習得法に関する研究」事業
○「祭礼を通じたコミュニティ形成の比較社会学的研究：ねぶた祭と祇園祭
を題材として」事業○「地方地域における外国人人材：青森県の農業分野に
おける短期労働者を中心に」事業○「浅虫地域力の強化」事業○「英語科に
おける地域教材の意義とあり方についての研究」事業○「青森県内の高等教
育機関におけるボランティア活動に関する比較研究」事業

五所川原市 ○市民意識調査
つがる市 ○第2期つがる市人口ビジョン・総合戦略策定基礎調査

岩手県
盛岡市

○盛岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について○盛岡の農業の現
状と課題解決に向けた施策について～新しい力で盛岡の未来を拓く～○津波
被災地の復興における内陸自治体からの支援○これからの地域コミュニティ
のあり方○岩手県立大学地域政策研究センター地域協働研究「盛岡市内企業
における女性活躍推進に効果的な手法の開発と検証」○廃棄物の適正排出の
ための効果的な手法の検討○盛岡市民の墓意識についての研究○若者への自
殺予防を見据えた SNS相談の地域版ゲートづくり（こころのチャットボッ
ト）―自殺予防を見据えた取り組み―○盛岡市薮川地区におけるツキノワグ
マ農作物被害対策の構築○米内浄水場における緩速ろ過法による浄水処理方
法の研究～緩速ろ過池清掃ロボットの可能性を探る～○歴史的な町並みを再
現する VR環境構築

盛岡市まちづ
くり研究所

○盛岡市におけるアクティブシニアの活躍の推進について○盛岡の農業の現
状と課題解決に向けた施策について～新しい力で盛岡の未来を拓く～

表2 都市自治体等の調査研究活動一覧（太字は都市シンクタンク等）
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2 都市シンクタンク等の活動の状況

（1）設置数及び設置形態

次に、都市シンクタンク等の組織動向、活

動実績等について紹介する。

2020 年4月1日現在の都市シンクタンク

等の設置数は 46 団体であり、2団体新設、4

団体廃止等の動きを受け 2019 年度調査の 48

団体から減少している。

設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」と

して設置されている都市シンクタンク等が

28 団体（60.9％）と過半数を占め、昨年度と

同様に最も多い。次いで、「公益財団法人」が

7団体（15.2%）、「大学の附置機関」が4団

体（8.7%）と続いている。なお、「その他」の

内容は、「常設の任意団体」、「市内部の常設型

の提言機構」、「広域連合」、「一般財団法人」

である（図5）。

（2）調査研究事業費

調査研究事業費予算額の1団体あたりの平

均は 1,387 万円であり、2019 年度調査の

1,366 万円から増加した（図6）。

（3）研究員数

研究員の1団体あたり平均数は、5.8 人（常

勤 4.2 人、非常勤 2.0 人）であり、2019 年度

調査の 5.6 人（常勤 4.0 人、非常勤 1.6 人）

から微増した（図7）。
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いる。
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市シンクタンク等の調査研究活動について、

本誌の他にも、ホームページ（http://www.

toshi.or.jp/?cat=52）にて、情報提供をして

いる。

最後に、新型コロナウイルス感染拡大等を

受けてご多忙の中、本調査にご協力をいただ

いた皆様にこの場をお借りして深く感謝申し

上げるとともに、今後の調査に対する引き続
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青森市 ○令和元年度青森市民意識調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅
介護実態調査

青森公立大学
地域連携セン
ター

○「国際的な視点からする地域新ビジネスとイノベーション創発のための自
治体コミュニティ戦略」事業○「青森県をドローン利活用先進県にするため
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つがる市 ○第2期つがる市人口ビジョン・総合戦略策定基礎調査
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2 都市シンクタンク等の活動の状況

（1）設置数及び設置形態

次に、都市シンクタンク等の組織動向、活

動実績等について紹介する。

2020 年4月1日現在の都市シンクタンク

等の設置数は 46 団体であり、2団体新設、4

団体廃止等の動きを受け 2019 年度調査の 48

団体から減少している。

設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」と

して設置されている都市シンクタンク等が

28 団体（60.9％）と過半数を占め、昨年度と

同様に最も多い。次いで、「公益財団法人」が

7団体（15.2%）、「大学の附置機関」が4団

体（8.7%）と続いている。なお、「その他」の

内容は、「常設の任意団体」、「市内部の常設型

の提言機構」、「広域連合」、「一般財団法人」

である（図5）。

（2）調査研究事業費

調査研究事業費予算額の1団体あたりの平

均は 1,387 万円であり、2019 年度調査の

1,366 万円から増加した（図6）。

（3）研究員数

研究員の1団体あたり平均数は、5.8 人（常

勤 4.2 人、非常勤 2.0 人）であり、2019 年度

調査の 5.6 人（常勤 4.0 人、非常勤 1.6 人）

から微増した（図7）。
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茨城県 筑西市 ○第2期筑西市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略○筑西市土
地利用計画検討調査業務

栃木県

宇都宮市
○地域別データ分析○「第9次宇都宮市高齢者保健福祉計画・第8期宇都宮
市介護保険事業計画」策定支援業務○宇都宮市中心市街地活性化基本計画策
定支援業務委託○「（仮称）第2次宇都宮市自転車のまち推進計画」の策定に
係る基礎調査業務

うつのみや市
政研究セン
ター

○宇都宮市におけるサステナビリティ評価に関する調査研究○高齢者活躍社
会の創出に関する調査研究○移住・定住の促進に向けた大学生の就職意識に
関する調査研究○家族の小規模化に伴ったこれからの住まいとライフスタイ
ルに関する調査研究－シェア居住に着目して－○災害対応力の向上に資する
本部体制の構築方策に関する研究－目標管理型災害対応に向けた提案－○食
料品購買環境の持続に向けた課題に関する調査研究○アンケート調査におけ
る自由回答記述内容の構造化と活用手法に関する研究－ EBPMに資する記
述内容の分析－

足利市 ○足利市民アンケート調査○人権・男女共同参画に関する市民意識調査報告
書

栃木市 ○令和元年度栃木市行政評価
佐野市 ○市政に関するアンケート○佐野市の美術に関する調査研究
那須塩原市 ○ゆータク利用者アンケート調査○総合計画策定に関する市民アンケート
那須烏山市 ○地域公共交通網形成計画策定に係る調査○烏山城跡調査

群馬県

前橋市 ○前橋市自然環境調査（鳥類）
高崎経済大学
地域科学研究
所

○長野堰の成立と歴史的役割に関する研究○地方都市における中小製造業の
存立基盤に関する研究○地方都市中心市街地研究

桐生市
○おりひめバス運行事業検討委員会○第3次桐生市地域福祉計画・第3次桐
生市地域福祉活動計画策定○令和元年度放課後児童クラブにおける運営に関
するアンケート調査

渋川市 ○市民意識調査○市民ワークショップ○高校生ワークショップ○公共交通に
関するアンケート調査

富岡市 ○富岡市「道の駅」調査検討委員会○富岡市観光戦略プラン策定

みどり市 ○みどり市まちづくり市民アンケート○景観まちづくりに関するアンケート
調査○史跡岩宿遺跡保存活用計画策定

埼玉県

彩の国さいた
ま人づくり広
域連合

○ PPPによる地方自治体運営イノベーションの調査・研究

川口市 ○第5次川口市総合計画後期基本計画策定のための基礎調査
加須市 ○まちづくりアンケート調査／若者の進学・就職などの希望に関する調査
かすかべ未来
研究所

○ AI等の活用に関する調査研究～「市民の期待に応え、信頼される行政を
推進するまち」を目指すために～

上尾市 ○高齢者実態把握アンケート調査○次期上尾市障害福祉計画策定に係るアン
ケート調査○市立保育所福祉サービス第三者評価調査

越谷市

○第5次越谷市総合振興計画・越谷市都市計画マスタープランの策定に伴う
アンケート調査○市政世論調査○越谷市多文化共生推進プラン作成に係る外
国人市民アンケート調査○第3次越谷市地域福祉計画アンケート調査○第5
次越谷市障がい者計画及び第6期越谷市障がい福祉計画・第2期越谷市障が
い児福祉計画策定に向けてのアンケート調査○在宅介護実態調査/介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査○越谷市一般廃棄物処理基本計画策定のための
基礎調査

埼玉県東南部
都市連絡調整
会議

○次期公共施設予約システム調達に係る調査研究

戸田市政策研
究所

○戸田市におけるスポーツツーリズムの展開に資する担い手育成に関する包
括的研究○シビックプライドの効果及び向上手段に関する応用研究

朝霞市
○第5次朝霞市総合計画後期基本計画策定のための市民意識調査○朝霞市の
公共施設の今後のあり方に関するアンケート○在宅介護実態調査○第2次朝
霞市男女平等推進行動計画後期基本計画策定のための市民意識調査○「新た
な技術を活用した生道路安全対策の社会実験」実行可能性調査

志木市
○志木市のまちづくりに関する市民意識調査○第二期子ども子育て支援事業
計画策定のためのアンケート調査○志木市男女共同参画に関する市民意識調
査

新座市 ○スマートインターチェンジ設置に係る将来土地利用構想策定に関する調査
研究○新座市男女平等意識・実態調査

八潮市 ○第 17 回八潮市市民意識調査○八潮市外国人市民意識調査
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岩手県

大船渡市
○大船渡市総合計画策定支援（基礎調査・人口推計等）○大船渡市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略策定支援（人口推計等）○事務事業評価○ ILCアク
ションプラン策定○定住自立圏共生ビジョン策定

花巻市
○花巻市まちづくり市民アンケート○内川目・外川目・田瀬地区における光
ファイバーによるインターネットサービス環境の整備に向けた利用意向アン
ケート調査

北上市
○申告会場環境改善調査○男女共同参画と多様性社会に関するアンケート○
外国人の医療環境等整備へ向けた取組みに関する研究○北上市民俗芸能団体
現況調査

北上市近未来
政策研究所

○データでみる北上市のすがた○北上市における人手不足の現状とその対策
に関する調査研究○きたかみ就労支援共同住宅建設等促進プロジェクトの企
画提案

遠野市 ○遠野市バリアフリーマスタープラン策定に関する調査研究

陸前高田市 ○再生可能エネルギー（バイオマス）導入可能性調査○放課後児童クラブ事
務局運営に関する調査

奥州市 ○奥州市市民アンケート

宮崎県
塩竈市 ○長期総合計画総括等調査業務○子育て世代及び担い手のニーズ把握事業○

勝画楼詳細調査
気仙沼市 ○三陸道を活用した周遊観光可能性調査
白石市 ○第六次白石市総合計画策定にかかる基礎データ分析

秋田県

秋田市
○秋田市シティプロモーション推進計画策定に関する意識調査○秋田市子ど
も・子育て支援に関するニーズ調査報告書○秋田市しあわせづくり市民意識
調査Ⅳ

能代市 ○市民協働会議「まちづくり評価書」「まちづくり提案書」

湯沢市 ○市民満足度調査○日常の移動と地域の公共交通に関する調査○乗合タク
シーに関するアンケート調査

鹿角市政策研
究所

○第7次鹿角市総合計画のための基礎資料集

潟上市 ○潟上市公共施設等総合管理計画個別施設計画策定に係る市民意識調査○潟
上市総合計画（後期基本計画）策定に係る市民アンケート調査

大仙市 ○人口推計

にかほ市
○第2期総合戦略の策定のための調査アンケート○にかほ市コミュニティバ
ス利用者アンケート○「第2期 にかほ市子ども・子育て支援事業計画」策
定に係るアンケート調査

山形県

米沢市 ○総合計画 基本計画改定に向けた市民・学生・転出者アンケート
新庄市 ○まちづくり市民アンケート

最上地域政策
研究所

○農業で豊かに元気に！～もがみを支える高齢者就労支援マッチングシステ
ム～○豪雪地帯の持続的居住に向けた仕組みづくり～地域の共助体制を活用
した冬期集住モデル～

東根市 ○第5次東根市総合計画策定市民アンケート調査

福島県

福島市

○行政評価○福島市行政改革推進プラン 2016 ○政策課題研修（福島圏域合
同研修）○男女共同参画に関する市民意識調査○福島市市民会館・敬老セン
ター・中央学習センターの再編整備に関する市民アンケート○商店街変動調
査○地域福祉計画のための地区懇談会、全世代・次世代アンケート○在宅介
護実態調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○青少年に関するアンケー
ト調査

郡山市 ○市民意見レーダー○一般高齢者実態調査（高齢者保健福祉に関するアン
ケート調査）

白河市

○白河市未来につなぐデザイン研究会（人口減少・少子高齢化時代にふさわ
しい本市将来像の研究）○白河藩主関係資料の調査○南湖の水質保全と親水
性向上のための水・物質収支の推定○南湖の適切な管理方法検討のための流
域の生物多様性と生態系管理に関する基礎研究○無形民俗文化財等の記録作
成○国指定史跡「小峰城跡」石垣の石材調査

南相馬市 ○第3次南相馬市男女共同参画計画○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、
在宅介護実態調査

茨城県

水戸市 ○水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略改定基礎調査
北茨城市 ○北茨城市観光資源調査

笠間市 ○移住・定住促進施策に関する共同研究○かさまミュージアムバス運行事業
○大学生ゼミ合宿・サークル活動等誘致業務

取手市 ○市民アンケート○市民意識調査
常陸大宮市 ○市民意識調査（暮らし・結婚・子育て等に関するアンケート調査）
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茨城県 筑西市 ○第2期筑西市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略○筑西市土
地利用計画検討調査業務

栃木県

宇都宮市
○地域別データ分析○「第9次宇都宮市高齢者保健福祉計画・第8期宇都宮
市介護保険事業計画」策定支援業務○宇都宮市中心市街地活性化基本計画策
定支援業務委託○「（仮称）第2次宇都宮市自転車のまち推進計画」の策定に
係る基礎調査業務

うつのみや市
政研究セン
ター

○宇都宮市におけるサステナビリティ評価に関する調査研究○高齢者活躍社
会の創出に関する調査研究○移住・定住の促進に向けた大学生の就職意識に
関する調査研究○家族の小規模化に伴ったこれからの住まいとライフスタイ
ルに関する調査研究－シェア居住に着目して－○災害対応力の向上に資する
本部体制の構築方策に関する研究－目標管理型災害対応に向けた提案－○食
料品購買環境の持続に向けた課題に関する調査研究○アンケート調査におけ
る自由回答記述内容の構造化と活用手法に関する研究－ EBPMに資する記
述内容の分析－

足利市 ○足利市民アンケート調査○人権・男女共同参画に関する市民意識調査報告
書

栃木市 ○令和元年度栃木市行政評価
佐野市 ○市政に関するアンケート○佐野市の美術に関する調査研究
那須塩原市 ○ゆータク利用者アンケート調査○総合計画策定に関する市民アンケート
那須烏山市 ○地域公共交通網形成計画策定に係る調査○烏山城跡調査

群馬県

前橋市 ○前橋市自然環境調査（鳥類）
高崎経済大学
地域科学研究
所

○長野堰の成立と歴史的役割に関する研究○地方都市における中小製造業の
存立基盤に関する研究○地方都市中心市街地研究

桐生市
○おりひめバス運行事業検討委員会○第3次桐生市地域福祉計画・第3次桐
生市地域福祉活動計画策定○令和元年度放課後児童クラブにおける運営に関
するアンケート調査

渋川市 ○市民意識調査○市民ワークショップ○高校生ワークショップ○公共交通に
関するアンケート調査

富岡市 ○富岡市「道の駅」調査検討委員会○富岡市観光戦略プラン策定

みどり市 ○みどり市まちづくり市民アンケート○景観まちづくりに関するアンケート
調査○史跡岩宿遺跡保存活用計画策定

埼玉県

彩の国さいた
ま人づくり広
域連合

○ PPPによる地方自治体運営イノベーションの調査・研究

川口市 ○第5次川口市総合計画後期基本計画策定のための基礎調査
加須市 ○まちづくりアンケート調査／若者の進学・就職などの希望に関する調査
かすかべ未来
研究所

○ AI等の活用に関する調査研究～「市民の期待に応え、信頼される行政を
推進するまち」を目指すために～

上尾市 ○高齢者実態把握アンケート調査○次期上尾市障害福祉計画策定に係るアン
ケート調査○市立保育所福祉サービス第三者評価調査

越谷市

○第5次越谷市総合振興計画・越谷市都市計画マスタープランの策定に伴う
アンケート調査○市政世論調査○越谷市多文化共生推進プラン作成に係る外
国人市民アンケート調査○第3次越谷市地域福祉計画アンケート調査○第5
次越谷市障がい者計画及び第6期越谷市障がい福祉計画・第2期越谷市障が
い児福祉計画策定に向けてのアンケート調査○在宅介護実態調査/介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査○越谷市一般廃棄物処理基本計画策定のための
基礎調査

埼玉県東南部
都市連絡調整
会議

○次期公共施設予約システム調達に係る調査研究

戸田市政策研
究所

○戸田市におけるスポーツツーリズムの展開に資する担い手育成に関する包
括的研究○シビックプライドの効果及び向上手段に関する応用研究

朝霞市
○第5次朝霞市総合計画後期基本計画策定のための市民意識調査○朝霞市の
公共施設の今後のあり方に関するアンケート○在宅介護実態調査○第2次朝
霞市男女平等推進行動計画後期基本計画策定のための市民意識調査○「新た
な技術を活用した生道路安全対策の社会実験」実行可能性調査

志木市
○志木市のまちづくりに関する市民意識調査○第二期子ども子育て支援事業
計画策定のためのアンケート調査○志木市男女共同参画に関する市民意識調
査

新座市 ○スマートインターチェンジ設置に係る将来土地利用構想策定に関する調査
研究○新座市男女平等意識・実態調査

八潮市 ○第 17 回八潮市市民意識調査○八潮市外国人市民意識調査
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岩手県

大船渡市
○大船渡市総合計画策定支援（基礎調査・人口推計等）○大船渡市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略策定支援（人口推計等）○事務事業評価○ ILCアク
ションプラン策定○定住自立圏共生ビジョン策定

花巻市
○花巻市まちづくり市民アンケート○内川目・外川目・田瀬地区における光
ファイバーによるインターネットサービス環境の整備に向けた利用意向アン
ケート調査

北上市
○申告会場環境改善調査○男女共同参画と多様性社会に関するアンケート○
外国人の医療環境等整備へ向けた取組みに関する研究○北上市民俗芸能団体
現況調査

北上市近未来
政策研究所

○データでみる北上市のすがた○北上市における人手不足の現状とその対策
に関する調査研究○きたかみ就労支援共同住宅建設等促進プロジェクトの企
画提案

遠野市 ○遠野市バリアフリーマスタープラン策定に関する調査研究

陸前高田市 ○再生可能エネルギー（バイオマス）導入可能性調査○放課後児童クラブ事
務局運営に関する調査

奥州市 ○奥州市市民アンケート

宮崎県
塩竈市 ○長期総合計画総括等調査業務○子育て世代及び担い手のニーズ把握事業○

勝画楼詳細調査
気仙沼市 ○三陸道を活用した周遊観光可能性調査
白石市 ○第六次白石市総合計画策定にかかる基礎データ分析

秋田県

秋田市
○秋田市シティプロモーション推進計画策定に関する意識調査○秋田市子ど
も・子育て支援に関するニーズ調査報告書○秋田市しあわせづくり市民意識
調査Ⅳ

能代市 ○市民協働会議「まちづくり評価書」「まちづくり提案書」

湯沢市 ○市民満足度調査○日常の移動と地域の公共交通に関する調査○乗合タク
シーに関するアンケート調査

鹿角市政策研
究所

○第7次鹿角市総合計画のための基礎資料集

潟上市 ○潟上市公共施設等総合管理計画個別施設計画策定に係る市民意識調査○潟
上市総合計画（後期基本計画）策定に係る市民アンケート調査

大仙市 ○人口推計

にかほ市
○第2期総合戦略の策定のための調査アンケート○にかほ市コミュニティバ
ス利用者アンケート○「第2期 にかほ市子ども・子育て支援事業計画」策
定に係るアンケート調査

山形県

米沢市 ○総合計画 基本計画改定に向けた市民・学生・転出者アンケート
新庄市 ○まちづくり市民アンケート

最上地域政策
研究所

○農業で豊かに元気に！～もがみを支える高齢者就労支援マッチングシステ
ム～○豪雪地帯の持続的居住に向けた仕組みづくり～地域の共助体制を活用
した冬期集住モデル～

東根市 ○第5次東根市総合計画策定市民アンケート調査

福島県

福島市

○行政評価○福島市行政改革推進プラン 2016 ○政策課題研修（福島圏域合
同研修）○男女共同参画に関する市民意識調査○福島市市民会館・敬老セン
ター・中央学習センターの再編整備に関する市民アンケート○商店街変動調
査○地域福祉計画のための地区懇談会、全世代・次世代アンケート○在宅介
護実態調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○青少年に関するアンケー
ト調査

郡山市 ○市民意見レーダー○一般高齢者実態調査（高齢者保健福祉に関するアン
ケート調査）

白河市

○白河市未来につなぐデザイン研究会（人口減少・少子高齢化時代にふさわ
しい本市将来像の研究）○白河藩主関係資料の調査○南湖の水質保全と親水
性向上のための水・物質収支の推定○南湖の適切な管理方法検討のための流
域の生物多様性と生態系管理に関する基礎研究○無形民俗文化財等の記録作
成○国指定史跡「小峰城跡」石垣の石材調査

南相馬市 ○第3次南相馬市男女共同参画計画○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、
在宅介護実態調査

茨城県

水戸市 ○水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略改定基礎調査
北茨城市 ○北茨城市観光資源調査

笠間市 ○移住・定住促進施策に関する共同研究○かさまミュージアムバス運行事業
○大学生ゼミ合宿・サークル活動等誘致業務

取手市 ○市民アンケート○市民意識調査
常陸大宮市 ○市民意識調査（暮らし・結婚・子育て等に関するアンケート調査）
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東京都

港区政策創造
研究所

○港区における引越し（転出・転入・転居）に関するアンケート調査報告書
○港区人口推計（令和2年3月）の作成○港区における行政評価の再構築方
針の検討

新宿区
○新宿区区民意識調査○新宿区区政モニターアンケート○しんじゅく若者意
識調査○新宿区障害者生活実態調査○新宿区高齢者の保健と福祉に関する調
査○在宅介護実態調査○新宿区タワーマンション実態調査

新宿自治創造
研究所

○データでみる新宿区の姿○公民連携（PPP）の研究○新宿ブランドの創出

墨田区
○令和元年度 墨田区区民行政評価○人口推計○財政白書○シティプロモー
ションアンケート○令和元年度 墨田区一般廃棄物処理基本計画改定に向け
た基礎調査報告書○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査
○介護サービス事業所調査

江東区
○長期計画区民アンケート調査○江東区男女共同参画意識実態調査○江東区
スポーツ推進計画に対するアンケート調査○江東区高齢者生活実態等調査○
江東区地域生活に関する調査（障害者実態調査）○江東区ごみ組成分析調査

目黒区
○男女平等・共同参画に関する区民意識調査○環境に関するアンケート調査
○健康づくり調査○マンション等の基礎調査○目黒区障害者計画策定に関す
る調査

せたがや自治
政策研究所

○自治体経営のあり方研究○地域行政の推進に関する研究

中野区

○中野区基本構想 アンケート○ 2019 中野区区民意識・実態調査○文化芸術
活動に関する実態調査○令和元年度（2019 年度）健康福祉に関する意識調査
○中野区環境基本計画改定に伴う調査○中野区一般廃棄物処理基本計画改定
に伴う基礎調査○中野区内の木造住宅密集地域における防災まちづくり調査
検討○令和元年度（2019 年度）健康福祉に関する意識調査

杉並区
○第 51 回杉並区区民意向調査○街の「にぎわい」に関する実態調査○地域生
活に関する調査○杉並区高齢者実態調査○令和元年度家庭ごみ排出状況調査
○杉並区「特定の課題に対する調査、意識・実態調査」

豊島区 ○豊島区障害者等実態・意向調査○豊島区立保育園研究会

北区
○政策課題研究会ロゼ（令和元年度）○外国人意識・意向調査○地域包括ケ
アシステム構築に資する地域分析○北区障害者実態・意向調査○北区地域包
括ケア推進計画策定のためのアンケート調査

(公財)荒川区
自治総合研究
所

○荒川区民総幸福度（グロス・アラカワ・ハッピネス：GAH）に関する研究
○児童相談所の開設を契機とした研究

板橋区
○令和元年度板橋区区民意識意向調査○地域デザインフォーラム（第9期）
○自尊感情とレジリエンスの向上に着目した、育児期女性に対する支援体制
構築に向けた基礎研究○令和元年度板橋区男女平等に関する意識・実態調査
○板橋区文化芸術／多文化共生に関する意識調査

練馬区
○練馬区高齢者基礎調査○在宅介護実態調査○施設整備調査○令和元年度医
療・介護資源調査○令和元年度死亡小票分析○令和元年度医療施設調査分析
○エコライフチェック事業○練馬区の自転車利用に関するアンケート調査

足立区 ○子どもの健康・生活実態調査○妊娠届時における保育サービスの利用意向
調査○人口推計

葛飾区
○精神科入院患者に関する調査○葛飾区区民モニター○令和元年度葛飾区一
般廃棄物処理基本計画見直しに係る基礎調査○新金貨物線旅客化の検討○学
校教育アンケート○政策・施策マーケティング調査

八王子市 ○市政世論調査○市政モニター○財務諸表の自治体間比較○第3期八王子市
食育推進計画策定に係る市民意識調査

武蔵野市

○環境基本計画策定のための市民・事業者意識調査○生物生息状況調査"○
「武蔵野市第六次総合情報化基本計画」策定にあたっての市民アンケート
～ICT（情報通信技術）を利用したまちづくり～○高齢者の介護予防・日常
生活アンケート調査○要介護高齢者・家族等介護者実態調査○ケアマネ
ジャーアンケート調査○高齢者の在宅生活継続調査○武蔵野市介護職員・看
護職員等実態調査○武蔵野市介護施設等における入退所調査○武蔵野市子ど
もの読書活動に関する調査○武蔵野市障害者福祉についての実態調査

三鷹市 ○三鷹まちづくり総合研究所「みたか地域通貨・ボランティアポイント研究
会」

府中市 ○市民意識調査○市政世論調査○地域公共交通網形成計画調査委託

(公財)東京
市町村自治調
査会

○シェアリングエコノミーで解決する自治体課題に関する調査研究○自治体
における窓口業務改革に関する調査研究～人口減少社会に対応できる窓口を
目指して～○公務員の副業・兼業に関する調査研究～職員のスキルアップ、
人材育成、地域貢献の好循環を目指して～○ペット問題の解決がもたらす住
民の生活環境向上に関する調査研究○東京 島めぐり 伊豆諸島・小笠原諸
島魅力紹介ハンドブック○かゆいところに手が届く！多摩・島しょ自治体お
役立ち情報○その他調査（毎年度調査）

20-06-300　130_6-1_森愛美子「都市自治体・都市シンクタン...  Page 10 20/10/06 12:52  v5.51

都市とガバナンス Vol.34

都市自治体の調査研究活動

138

埼玉県

富士見市 ○富士見市総合計画策定に向けた各種調査

三郷市 ○第5次三郷市総合計画基礎調査○次期公共施設予約システム調達に係る調
査研究

坂戸市 ○坂戸市民意識調査

吉川市 ○令和元年度吉川市市民意識調査○吉川市移動実態調査○千葉大学園芸学部
との調査研究「吉川市農業の新展開に関する提言書」作成

千葉県

市原市

○市原市総合計画の指標に関する市民アンケート調査○市民意識調査○人口
維持に向けた若者回帰戦略研究○官民連携による拠点づくり事業立ち上げ支
援業務（まちづくりに関する勉強会）○市原市地域福祉に関する市民意識調
査○一般介護予防事業評価事業委託（健康と暮らしの調査）○地域経済動向
調査○市原市スポーツ施設個別施設計画策定に係る市民アンケート調査○中
央図書館利用者アンケート○学校図書館についてのアンケート

柏市 ○障害者計画策定のためのアンケート調査○商店会実態調査○教育・生涯学
習・芸術文化に関するアンケート調査

勝浦市 ○半島振興のための来訪者動態調査
銚子市 ○人口ビジョンの見直し

船橋市
○市民ワークショップ「ふなば SHIPミーティング」○ふなばしメディカル
タウン構想実現化手法研究○木造密集住宅地基本方針策定に係る調査研究○
高齢者生活実態調査

館山市 ○第4次館山市総合計画後期基本計画策定館山市市民まちづくりアンケート

松戸市

○協働のまちづくりに関する意識調査○第9期松戸市高齢者保健福祉計画及
び第8期松戸市介護保険事業計画策定に伴う市民アンケート調査○都市型介
護予防モデル「松戸プロジェクト」(アンケート名：健康とくらしの調査)○
介護予防把握のための市民アンケート調査○松戸市子育て世帯親元近居・同
居住宅取得補助金に関するアンケート調査○松戸市社会教育に関するアン
ケート○松戸市社会教育に関するアンケート（13 歳～17 歳の松戸市民対象）
○次期松戸市総合計画（仮称）策定のための市民ニーズ調査○令和元年度松
戸市人口推計業務

茂原市 ○茂原市総合計画策定のための市民アンケート○男女共同参画社会づくりに
向けての意識調査

成田市
○市民意識調査○成田市オンデマンド交通高齢者移送サービス実証実験○成
田市民のスポーツに関する意識調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○
医療産業集積調査

習志野市
○習志野市環境基本計画策定に係る市民意識調査○ JR津田沼駅周辺地域再
開発方針検討業務委託○子育て支援に関するニーズ調査○学力向上推進委員
会○習志野市文化振興に関する市民意識調査

八千代市

○第 11 回八千代市市民意識調査○男女共同参画に関する市民アンケート○
高齢者等の保健福祉・介護保険ニーズ調査○かわまちづくりと後背地の施設
を連携したエリアマネジメント調査業務○観光資源基礎調査○八千代市農業
振興計画策定に係る基礎調査○八千代市自然環境調査○次期スポーツ推進計
画策定に係る市民アンケート○八千代市障害者計画・八千代市障害福祉計画
等改定のためのアンケート

浦安市

○事務事業点検（令和元年度実施分）○市政に関する市民意識調査○浦安市
人口推計○舞浜駅周辺のあり方に関する調査検討○人権尊重のまちづくりに
向けた意識調査(市民意識調査）○人権尊重のまちづくりに向けた意識調査
(市職員意識調査）○人権尊重のまちづくりに向けた意識調査(中学生意識調
査）○浦安市 PFI導入指針改定○新産業振興ビジョン策定○浦安市障がい福
祉に関するアンケート調査○浦安市高齢者保健福祉計画及び第8期浦安市介
護保険事業計画」策定に係る基礎調査（高齢者等実態調査・日常生活圏域ニー
ズ調査・浦安市介護保険事業計画策定に伴う基礎調査）○浦安市セルフ・ネ
グレクト対策に関する調査分析○浦安市少年少女洋上研修に関するアンケー
ト調査○こどもプロジェクト事業効果測定研究調査○環境基本計画策定に関
する基礎調査○浦安市墓地公園墓所に関するアンケート調査○空き家等実態
調査○分譲集合住宅実態調査○浦安市特別支援教育のあり方に関する意識調
査○令和元年度浦安市小・中学校保護者及び教員の教育に関する意識調査○
令和元年度浦安市学力調査○第2次浦安市生涯学習推進計画

印西市 ○総合計画の策定に係る基礎調査

匝瑳市 ○主要個別事業計画兼簡易事務事業評価○匝瑳市の高校3年生に対するアン
ケート○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

山武市 ○まちづくりアンケート○教育支援調査研究

東京都
千代田区 ○介護予防事業の体系整備に向けた研究調査・分析事業○千代田区在宅療養

実態調査○千代田区認知症サービス推進調査○第 46 回千代田区民世論調査

港区 ○港区における引越し（転入・転出・転居）に関するアンケート調査○港区
人口推計（令和2年3月）の作成
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東京都

港区政策創造
研究所

○港区における引越し（転出・転入・転居）に関するアンケート調査報告書
○港区人口推計（令和2年3月）の作成○港区における行政評価の再構築方
針の検討

新宿区
○新宿区区民意識調査○新宿区区政モニターアンケート○しんじゅく若者意
識調査○新宿区障害者生活実態調査○新宿区高齢者の保健と福祉に関する調
査○在宅介護実態調査○新宿区タワーマンション実態調査

新宿自治創造
研究所

○データでみる新宿区の姿○公民連携（PPP）の研究○新宿ブランドの創出

墨田区
○令和元年度 墨田区区民行政評価○人口推計○財政白書○シティプロモー
ションアンケート○令和元年度 墨田区一般廃棄物処理基本計画改定に向け
た基礎調査報告書○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査
○介護サービス事業所調査

江東区
○長期計画区民アンケート調査○江東区男女共同参画意識実態調査○江東区
スポーツ推進計画に対するアンケート調査○江東区高齢者生活実態等調査○
江東区地域生活に関する調査（障害者実態調査）○江東区ごみ組成分析調査

目黒区
○男女平等・共同参画に関する区民意識調査○環境に関するアンケート調査
○健康づくり調査○マンション等の基礎調査○目黒区障害者計画策定に関す
る調査

せたがや自治
政策研究所

○自治体経営のあり方研究○地域行政の推進に関する研究

中野区

○中野区基本構想 アンケート○ 2019 中野区区民意識・実態調査○文化芸術
活動に関する実態調査○令和元年度（2019 年度）健康福祉に関する意識調査
○中野区環境基本計画改定に伴う調査○中野区一般廃棄物処理基本計画改定
に伴う基礎調査○中野区内の木造住宅密集地域における防災まちづくり調査
検討○令和元年度（2019 年度）健康福祉に関する意識調査

杉並区
○第 51 回杉並区区民意向調査○街の「にぎわい」に関する実態調査○地域生
活に関する調査○杉並区高齢者実態調査○令和元年度家庭ごみ排出状況調査
○杉並区「特定の課題に対する調査、意識・実態調査」

豊島区 ○豊島区障害者等実態・意向調査○豊島区立保育園研究会

北区
○政策課題研究会ロゼ（令和元年度）○外国人意識・意向調査○地域包括ケ
アシステム構築に資する地域分析○北区障害者実態・意向調査○北区地域包
括ケア推進計画策定のためのアンケート調査

(公財)荒川区
自治総合研究
所

○荒川区民総幸福度（グロス・アラカワ・ハッピネス：GAH）に関する研究
○児童相談所の開設を契機とした研究

板橋区
○令和元年度板橋区区民意識意向調査○地域デザインフォーラム（第9期）
○自尊感情とレジリエンスの向上に着目した、育児期女性に対する支援体制
構築に向けた基礎研究○令和元年度板橋区男女平等に関する意識・実態調査
○板橋区文化芸術／多文化共生に関する意識調査

練馬区
○練馬区高齢者基礎調査○在宅介護実態調査○施設整備調査○令和元年度医
療・介護資源調査○令和元年度死亡小票分析○令和元年度医療施設調査分析
○エコライフチェック事業○練馬区の自転車利用に関するアンケート調査

足立区 ○子どもの健康・生活実態調査○妊娠届時における保育サービスの利用意向
調査○人口推計

葛飾区
○精神科入院患者に関する調査○葛飾区区民モニター○令和元年度葛飾区一
般廃棄物処理基本計画見直しに係る基礎調査○新金貨物線旅客化の検討○学
校教育アンケート○政策・施策マーケティング調査

八王子市 ○市政世論調査○市政モニター○財務諸表の自治体間比較○第3期八王子市
食育推進計画策定に係る市民意識調査

武蔵野市

○環境基本計画策定のための市民・事業者意識調査○生物生息状況調査"○
「武蔵野市第六次総合情報化基本計画」策定にあたっての市民アンケート
～ICT（情報通信技術）を利用したまちづくり～○高齢者の介護予防・日常
生活アンケート調査○要介護高齢者・家族等介護者実態調査○ケアマネ
ジャーアンケート調査○高齢者の在宅生活継続調査○武蔵野市介護職員・看
護職員等実態調査○武蔵野市介護施設等における入退所調査○武蔵野市子ど
もの読書活動に関する調査○武蔵野市障害者福祉についての実態調査

三鷹市 ○三鷹まちづくり総合研究所「みたか地域通貨・ボランティアポイント研究
会」

府中市 ○市民意識調査○市政世論調査○地域公共交通網形成計画調査委託

(公財)東京
市町村自治調
査会

○シェアリングエコノミーで解決する自治体課題に関する調査研究○自治体
における窓口業務改革に関する調査研究～人口減少社会に対応できる窓口を
目指して～○公務員の副業・兼業に関する調査研究～職員のスキルアップ、
人材育成、地域貢献の好循環を目指して～○ペット問題の解決がもたらす住
民の生活環境向上に関する調査研究○東京 島めぐり 伊豆諸島・小笠原諸
島魅力紹介ハンドブック○かゆいところに手が届く！多摩・島しょ自治体お
役立ち情報○その他調査（毎年度調査）

20-06-300　130_6-1_森愛美子「都市自治体・都市シンクタン...  Page 10 20/10/06 12:52  v5.51

都市とガバナンス Vol.34

都市自治体の調査研究活動

138

埼玉県

富士見市 ○富士見市総合計画策定に向けた各種調査

三郷市 ○第5次三郷市総合計画基礎調査○次期公共施設予約システム調達に係る調
査研究

坂戸市 ○坂戸市民意識調査

吉川市 ○令和元年度吉川市市民意識調査○吉川市移動実態調査○千葉大学園芸学部
との調査研究「吉川市農業の新展開に関する提言書」作成

千葉県

市原市

○市原市総合計画の指標に関する市民アンケート調査○市民意識調査○人口
維持に向けた若者回帰戦略研究○官民連携による拠点づくり事業立ち上げ支
援業務（まちづくりに関する勉強会）○市原市地域福祉に関する市民意識調
査○一般介護予防事業評価事業委託（健康と暮らしの調査）○地域経済動向
調査○市原市スポーツ施設個別施設計画策定に係る市民アンケート調査○中
央図書館利用者アンケート○学校図書館についてのアンケート

柏市 ○障害者計画策定のためのアンケート調査○商店会実態調査○教育・生涯学
習・芸術文化に関するアンケート調査

勝浦市 ○半島振興のための来訪者動態調査
銚子市 ○人口ビジョンの見直し

船橋市
○市民ワークショップ「ふなば SHIPミーティング」○ふなばしメディカル
タウン構想実現化手法研究○木造密集住宅地基本方針策定に係る調査研究○
高齢者生活実態調査

館山市 ○第4次館山市総合計画後期基本計画策定館山市市民まちづくりアンケート

松戸市

○協働のまちづくりに関する意識調査○第9期松戸市高齢者保健福祉計画及
び第8期松戸市介護保険事業計画策定に伴う市民アンケート調査○都市型介
護予防モデル「松戸プロジェクト」(アンケート名：健康とくらしの調査)○
介護予防把握のための市民アンケート調査○松戸市子育て世帯親元近居・同
居住宅取得補助金に関するアンケート調査○松戸市社会教育に関するアン
ケート○松戸市社会教育に関するアンケート（13 歳～17 歳の松戸市民対象）
○次期松戸市総合計画（仮称）策定のための市民ニーズ調査○令和元年度松
戸市人口推計業務

茂原市 ○茂原市総合計画策定のための市民アンケート○男女共同参画社会づくりに
向けての意識調査

成田市
○市民意識調査○成田市オンデマンド交通高齢者移送サービス実証実験○成
田市民のスポーツに関する意識調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○
医療産業集積調査

習志野市
○習志野市環境基本計画策定に係る市民意識調査○ JR津田沼駅周辺地域再
開発方針検討業務委託○子育て支援に関するニーズ調査○学力向上推進委員
会○習志野市文化振興に関する市民意識調査

八千代市

○第 11 回八千代市市民意識調査○男女共同参画に関する市民アンケート○
高齢者等の保健福祉・介護保険ニーズ調査○かわまちづくりと後背地の施設
を連携したエリアマネジメント調査業務○観光資源基礎調査○八千代市農業
振興計画策定に係る基礎調査○八千代市自然環境調査○次期スポーツ推進計
画策定に係る市民アンケート○八千代市障害者計画・八千代市障害福祉計画
等改定のためのアンケート

浦安市

○事務事業点検（令和元年度実施分）○市政に関する市民意識調査○浦安市
人口推計○舞浜駅周辺のあり方に関する調査検討○人権尊重のまちづくりに
向けた意識調査(市民意識調査）○人権尊重のまちづくりに向けた意識調査
(市職員意識調査）○人権尊重のまちづくりに向けた意識調査(中学生意識調
査）○浦安市 PFI導入指針改定○新産業振興ビジョン策定○浦安市障がい福
祉に関するアンケート調査○浦安市高齢者保健福祉計画及び第8期浦安市介
護保険事業計画」策定に係る基礎調査（高齢者等実態調査・日常生活圏域ニー
ズ調査・浦安市介護保険事業計画策定に伴う基礎調査）○浦安市セルフ・ネ
グレクト対策に関する調査分析○浦安市少年少女洋上研修に関するアンケー
ト調査○こどもプロジェクト事業効果測定研究調査○環境基本計画策定に関
する基礎調査○浦安市墓地公園墓所に関するアンケート調査○空き家等実態
調査○分譲集合住宅実態調査○浦安市特別支援教育のあり方に関する意識調
査○令和元年度浦安市小・中学校保護者及び教員の教育に関する意識調査○
令和元年度浦安市学力調査○第2次浦安市生涯学習推進計画

印西市 ○総合計画の策定に係る基礎調査

匝瑳市 ○主要個別事業計画兼簡易事務事業評価○匝瑳市の高校3年生に対するアン
ケート○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

山武市 ○まちづくりアンケート○教育支援調査研究

東京都
千代田区 ○介護予防事業の体系整備に向けた研究調査・分析事業○千代田区在宅療養

実態調査○千代田区認知症サービス推進調査○第 46 回千代田区民世論調査

港区 ○港区における引越し（転入・転出・転居）に関するアンケート調査○港区
人口推計（令和2年3月）の作成
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富山県

高岡市 ○高岡市第8期介護保険事業計画策定に伴う基礎調査
魚津市 ○市民意識調査

滑川市 ○新総合計画策定のための市民アンケート調査○『特産品（農産物）のブラ
ンド化について』○子ども・子育て支援に関するアンケート調査

射水市 ○射水の築山・曳山行事民俗文化財調査事業○射水市内遺跡発掘調査事業○
射水市企業状況調査

石川県

金沢市 ○社会動態要因調査○スポーツ統計・情報を活用したスポーツ施設整備方策
の研究

小松市 ○こまつ幸せへの「道しるべ」

珠洲市 ○珠洲市生物多様性地域連携保全活動協議会○珠洲市まちづくり創造会議○
珠洲市企画財政課○珠洲市防災会議○幸福度調査

福井県

福井市 ○協働事業の実施状況に関する調査○福井市ひとり親家庭等ニーズ調査○介
護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査

小浜市 ○市民意識調査○北陸新幹線事業基礎調査業務
大野市 ○大野市総合計画アンケート調査
あわら市 ○あわら市民アンケート○行政評価

山梨県

南アルプス市 ○南アルプス市総合計画後期基本計画策定のための市民アンケート
甲斐市政策研
究所

○人口減少対策

甲州市 ○障害者のキャリア形成に資する適切な障害福祉サービスの支給決定に関す
る調査研究

長野県

長野市 ○飯綱高原実験林の自然林復元調査○大谷地湿原ヨシ管理実験○長野市耕作
放棄地等のソルガム活用調査研究事業

松本市 ○総合計画策定（基本構想 2030・第 11 次基本計画）にかかる市民意識調査

上田市
○「第二次上田市総合計画 後期まちづくり計画」市民アンケート調査○「第
3次上田市障がい者基本計画、第6期上田市障がい福祉計画、第2期上田市
障がい児福祉計画」作成ニーズ調査○上田市買物環境実態調査

上田市政策研
究センター

○人口減少社会に対応した最先端技術導入による住民サービス向上と産業振
興～地域課題解決・産業振興等の可能性～○人口減少社会に対応した最先端
技術導入による住民サービス向上と産業振興～AI・RPA等の導入に向けて
～○持続可能な地域創造のための官民協働施策の立案・展開○住民自治活動
促進のための場や仕組みの検討～持続可能なまちづくり・人づくりに向けて
～○人口減少社会に対応する持続可能なまちづくりに向けた適正な都市計画
のあり方○出生率向上に向けた民間との連携による結婚から出産・子育てに
係る包括的な支援施策の検討○職員政策形成能力開発事業

小諸市 ○こもろ・まちづくり市民意識調査
伊那市 ○伊那市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画

中野市 ○ SDGs（エスディージーズ）普及に関する研究○中野市が「愛される都市」
となるための課題と戦略○つながりを誘発するための仕組みに関する研究

中野市政策研
究所

○ SDGs（エスディージーズ）普及に関する研究○中野市が「愛される都市」
となるための課題と戦略○つながりを誘発するための仕組みに関する研究

大町市 ○大町市内の歴史的建造物に関する調査研究（国立大学法人信州大学受託研
究）○中心市街地交通量調査

安曇野市

○市政全般に関する市民意識調査○景観に関するアンケート調査○工業の現
状と課題について地域企業からの意見を集約し、ビジョン策定の参考資料と
するためのアンケート調査○デマンド交通「あづみん」と「免許返納」に関
するアンケート○安曇野市国保健康ポイント制度に対するアンケート○安曇
野市の将来のまちづくりに関するアンケート○住宅用太陽光発電システム効
果検証アンケート○空家に関する意向調査○安曇野市の地下水保全に関する
アンケート調査○高齢者実態調査（居宅要介護認定者）○高齢者実態調査（元
気高齢者）

岐阜県

岐阜市 ○令和元年度市民意識調査○岐阜市観光ビジョン策定（～2020 年度）○「スー
パーシニア"ぎふっ子応援"事業に係る調査研究」

高山市
○下町（しもちょう）まちのデザインに関する調査○高地における健康づく
りに関する調査○若者のまちづくりへの参加促進の仕組みづくりに関する調
査○荘川地域のまちづくりに関する調査研究○担い手育成における仕組み作
りに関する調査

（一財）飛騨
高山大学連携
センター

○下町まちのデザインに関する調査○高地における健康づくりに関する調査
○若者のまちづくりへの参加促進の仕組みづくりに関する調査○荘川地域の
まちづくりに関する調査研究○担い手育成における仕組み作りに関する調査

恵那市 ○市民意識調査
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東京都

昭島市 ○昭島市市民意識調査○結婚・出産・子育てに関する意識調査○男女共同参
画に関する市民意識調査○気候変動適応策に関する調査○市内崖線緑地調査

町田市

○ GREEN× PLAZAの実現に向けた研究○町田市市民意識調査○町田市
スポーツに関する市民意識調査アンケート○第8期町田市介護保険事業計画
の策定に係る各種調査○「子育て支援に関するアンケート調査」及び「みな
さんの生活などに関するアンケート調査」○町田市里山環境調査委託○ 2019
年度エコ（環境）に関する市民アンケート調査○大型生ごみ処理機利用者ア
ンケート○小田急多摩線延伸検討○町田市立学校の適正規模・適正配置に関
するアンケート調査

町田市未来づ
くり研究所

○ GREEN× PLAZAの実現に向けた研究

福生市
○環境に関する市民アンケート○男女共同参画に関するアンケート調査○高
齢者・障害者生活実態調査○健康ふっさ 21（第2次）中間報告○歴史調査○
民俗・民具調査

狛江市 ○後期基本計画の指標等に係る市民アンケート

武蔵村山市 ○武蔵村山市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画見直しに向けたアンケー
ト調査○武蔵村山市地域福祉計画策定に向けた市民意識調査

西東京市 ○西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第8期）策定のための
アンケート調査

神奈川県

横浜市

○横浜市景況・経営動向調査○8市の現状及び8市間における広域連携の課
題に関する基礎調査○栄区民の健康状態実態調査○令和元年度青葉区民意識
調査○横浜市景況・経営動向調査○ 2019 年度環境に関する企業意識調査○
金沢区子育て実態調査○令和元年度中区区民意識調査○令和元年度都筑区区
民意識調査○保土ケ谷区防災・地域福祉保健アンケート○地球温暖化対策進
捗状況把握調査○令和元年度港南区区民意識調査○令和元年度戸塚区区民意
識調査○プラごみ削減キャンペーン～見直そう！使い捨て～消費者アンケー
ト○令和元年度横浜市民意識調査○第4期横浜市障害者プランに係るニーズ
把握調査○女性の就業ニーズ調査

川崎市
○都市政策研究事業（人が集まる公共空間をつくる）○都市政策研究事業
（SDGsカードゲームで楽しみながら SDGsの本質を理解する）○政策課題
研究事業○川崎市の財政に関する研究会○川崎市外国人市民意識実態調査

横須賀市
○「横須賀高齢者保健福祉計画」策定に向けたアンケート調査○横須賀市介
護保険に関するアンケート○横須賀市介護事業所に関するアンケート○自転
車通行空間社会実験

横須賀市経営
企画部都市戦
略課

○神奈川県内全市町村産業連関表の作成による地域経済構造分析ツールの開
発と活用

鎌倉市政策創
造課政策創造
担当

○ AI（スマート）スピーカーの活用によりシニア世代の生活をより豊かにす
るための実証実験報告書 ○定性的データを活用した定性的データを活用し
た質的調査による政策形成研究○人口推計

三浦市 ○今後の行政改革「職員・職場改革の検討」
みうら政策研
究所

○今後の行政改革「職員・職場改革の検討」その1

大和市 ○大和市総合計画に関する市民意識調査○令和元年度政治と選挙の意識調査

伊勢原市 ○令和元年度伊勢原市まちづくり市民意識調査○令和元年度伊勢原市転入・
転出に関するアンケート調査

海老名市 ○令和元年度海老名市政アンケート調査

新潟県

新潟市 ○人口減少に関する新たな施策の検討

長岡市 ○除雪イノベーション研究会○長岡市に暮らす若者の意向調査○個別施設計
画（公共建築物適正化計画）策定のための基礎調査

柏崎市 ○かしわざき住みたい度調査
新発田市 ○若者アンケート
糸魚川市 ○日本語学校設立可能性調査○復興事業における開発事業

上越市 ○宿泊施設、レンタカー事業者及び利用者を対象とした北陸新幹線利用状況
調査

上越市創造行
政研究所

○地域学習素材の作成○国際化のあり方に関する研究○地域づくりプラット
フォームに関する研究

魚沼市 ○総合計画前期基本計画中間検証

富山県 富山市

○富山市のまちづくりに関する研究○富山城址公園パークマネジメント推進
事業可能性調査○大沢野・大山地域リーディングプロジェクト基本計画策定
業務委託○国道 41 号沿線公共施設等の利活用推進事業可能性調査○富山市
障害福祉に関するアンケート調査○運動・スポーツの実施状況等に関する調
査○市有拠点スポーツ施設老朽化詳細調査○富山市総合体育館民間事業化に
係る PPP/PFI導入可能性調査○学校体育施設開放事業施設改修要望調査
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富山県

高岡市 ○高岡市第8期介護保険事業計画策定に伴う基礎調査
魚津市 ○市民意識調査

滑川市 ○新総合計画策定のための市民アンケート調査○『特産品（農産物）のブラ
ンド化について』○子ども・子育て支援に関するアンケート調査

射水市 ○射水の築山・曳山行事民俗文化財調査事業○射水市内遺跡発掘調査事業○
射水市企業状況調査

石川県

金沢市 ○社会動態要因調査○スポーツ統計・情報を活用したスポーツ施設整備方策
の研究

小松市 ○こまつ幸せへの「道しるべ」

珠洲市 ○珠洲市生物多様性地域連携保全活動協議会○珠洲市まちづくり創造会議○
珠洲市企画財政課○珠洲市防災会議○幸福度調査

福井県

福井市 ○協働事業の実施状況に関する調査○福井市ひとり親家庭等ニーズ調査○介
護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査

小浜市 ○市民意識調査○北陸新幹線事業基礎調査業務
大野市 ○大野市総合計画アンケート調査
あわら市 ○あわら市民アンケート○行政評価

山梨県

南アルプス市 ○南アルプス市総合計画後期基本計画策定のための市民アンケート
甲斐市政策研
究所

○人口減少対策

甲州市 ○障害者のキャリア形成に資する適切な障害福祉サービスの支給決定に関す
る調査研究

長野県

長野市 ○飯綱高原実験林の自然林復元調査○大谷地湿原ヨシ管理実験○長野市耕作
放棄地等のソルガム活用調査研究事業

松本市 ○総合計画策定（基本構想 2030・第 11 次基本計画）にかかる市民意識調査

上田市
○「第二次上田市総合計画 後期まちづくり計画」市民アンケート調査○「第
3次上田市障がい者基本計画、第6期上田市障がい福祉計画、第2期上田市
障がい児福祉計画」作成ニーズ調査○上田市買物環境実態調査

上田市政策研
究センター

○人口減少社会に対応した最先端技術導入による住民サービス向上と産業振
興～地域課題解決・産業振興等の可能性～○人口減少社会に対応した最先端
技術導入による住民サービス向上と産業振興～AI・RPA等の導入に向けて
～○持続可能な地域創造のための官民協働施策の立案・展開○住民自治活動
促進のための場や仕組みの検討～持続可能なまちづくり・人づくりに向けて
～○人口減少社会に対応する持続可能なまちづくりに向けた適正な都市計画
のあり方○出生率向上に向けた民間との連携による結婚から出産・子育てに
係る包括的な支援施策の検討○職員政策形成能力開発事業

小諸市 ○こもろ・まちづくり市民意識調査
伊那市 ○伊那市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画

中野市 ○ SDGs（エスディージーズ）普及に関する研究○中野市が「愛される都市」
となるための課題と戦略○つながりを誘発するための仕組みに関する研究

中野市政策研
究所

○ SDGs（エスディージーズ）普及に関する研究○中野市が「愛される都市」
となるための課題と戦略○つながりを誘発するための仕組みに関する研究

大町市 ○大町市内の歴史的建造物に関する調査研究（国立大学法人信州大学受託研
究）○中心市街地交通量調査

安曇野市

○市政全般に関する市民意識調査○景観に関するアンケート調査○工業の現
状と課題について地域企業からの意見を集約し、ビジョン策定の参考資料と
するためのアンケート調査○デマンド交通「あづみん」と「免許返納」に関
するアンケート○安曇野市国保健康ポイント制度に対するアンケート○安曇
野市の将来のまちづくりに関するアンケート○住宅用太陽光発電システム効
果検証アンケート○空家に関する意向調査○安曇野市の地下水保全に関する
アンケート調査○高齢者実態調査（居宅要介護認定者）○高齢者実態調査（元
気高齢者）

岐阜県

岐阜市 ○令和元年度市民意識調査○岐阜市観光ビジョン策定（～2020 年度）○「スー
パーシニア"ぎふっ子応援"事業に係る調査研究」

高山市
○下町（しもちょう）まちのデザインに関する調査○高地における健康づく
りに関する調査○若者のまちづくりへの参加促進の仕組みづくりに関する調
査○荘川地域のまちづくりに関する調査研究○担い手育成における仕組み作
りに関する調査

（一財）飛騨
高山大学連携
センター

○下町まちのデザインに関する調査○高地における健康づくりに関する調査
○若者のまちづくりへの参加促進の仕組みづくりに関する調査○荘川地域の
まちづくりに関する調査研究○担い手育成における仕組み作りに関する調査

恵那市 ○市民意識調査
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愛知県

豊橋市

○ビッグデータと AI技術を活用した救急需要予測を行い、救急車の効率的
な運用を図る官学連携事業。○患者満足度調査○豊橋市の環境に関するアン
ケート○令和元年度豊橋市市民意識調査○令和元年度豊橋市外国人市民意識
調査○とよはしインターネットモニター○生涯学習に関する市民意識調査○
太陽光発電所に関する情報を収集・分析、日射量及び気温の発電量への影響
調査○太陽光パネル診断システム開発業務委託○東三河地域における防災拠
点のリアルタイム耐震診断技術に関する研究○大規模地震災害時における時
間帯別帰宅困難者発生量の予測手法の開発と支援策の検討に関する研究○災
害時における再生可能エネルギーを利用した電力供給システムの有効活用に
ついて○拡張現実を用いた浸水・暴風雨・土砂災害疑似体験アプリの開発と
防災教育における活用○避難所におけるピクトグラムの活用○男女共同参画
に関する市民意識調査○ AI技術活用調査研究○データ分析・AI活用研究○
総合計画のための基礎調査○豊橋市イメージアンケート調査

豊橋市企画部
未来創生戦略
室

○結婚・出産・子育てに関する現況分析と施策の検討○合計特殊出生率の向
上に向けて○ SDGsの推進

岡崎市 ○ EBPMの実践調査

春日井市

○市民アンケート○春日井市障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート調
査○男女共同参画についての事業者アンケート○高森台エリアにおけるス
マートウェルネスの拠点形成に関する検討○高蔵寺駅周辺再整備に関する検
討○住宅・人口フレーム検討○旧西藤山台小学校施設における複合拠点整備
事業推進業務

刈谷市
○刈谷市男女共同参画に関する市民意識調査○刈谷市男女共同参画に関する
事業所実態調査○刈谷市男女共同参画に関する職員意識調査○都市交通に関
するアンケート調査○刈谷市バリアフリー基本構想改定のための意向調査

常滑市 ○第6次常滑市総合計画策定に関する市民意識調査業務

江南市 ○景況調査平成 31 年（令和元年）4月～6月期○江南市介護保険及び高齢者
福祉実態調査○江南市下水道事業経営戦略の策定

稲沢市

○第4次稲沢市地域福祉計画・地域福祉活動計画○保育園民営化・統廃合計
画策定業務○稲沢市都市計画道路見直し○都市と緑のマスタープラン策定業
務○暫定用途地域解消検討事務○平成 31 年度国府宮駅周辺再整備検討調査
○稲島東地区まちづくり計画推進業務○鉄道高架化に係る検討調査業務○第
2期稲沢市子ども・子育て支援事業計画策定に関するグループインタビュー
○第2期稲沢市子ども・子育て支援事業計画策定に関する法人アンケート調
査

新城市 ○就職活動に関するアンケート○障害者計画等策定のためのアンケート調査

東海市
○第6次東海市総合計画に関するアンケート調査○利用者アンケート○男女
共同参画基本計画現状値調査○県内全市町村による AI・ロボティクスを活
用したシステムの連携・共同による導入、利用に関する研究○小中学生読書
状況アンケート

知多市 ○第6次知多市総合計画アンケート調査
知立市 ○転出者アンケート調査

尾張旭市
○まちづくりアンケート○尾張旭市障がい者福祉に関する計画策定のための
市民意識調査○尾張旭市地域福祉に関する市民アンケート調査○第8期尾張
旭市高齢者保健福祉計画策定にかかるアンケート調査○尾張旭市消防業務検
討

アシタのたか
はま研究所

○画像オープンデータの活用について

岩倉市
○岩倉市都市計画マスタープラン及び緑の基本計画○岩倉北小学校屋内運動
場等複合施設の建設に関するアンケート○岩倉市高齢者等の生活と介護及び
介護者についてのアンケート

豊明市 ○第5次豊明市まちづくりアンケート

日進市
○日進市保育園利用者アンケート○日進市男女平等に関する市民意識調査○
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査○日進市都市計画マ
スタープラン及び緑の基本計画策定調査検討業務○暫定用途地域調査検討業
務

田原市 ○第2次田原市観光基本計画策定に係るマーケティング調査

長久手市
○定額乗合タクシー（Nータク）実証実験○第4次長久手市環境基本計画策
定のための市民アンケート調査○長久手市多文化共生に関するアンケート調
査

三重県

伊勢市 ○平成 31（2019）年 伊勢市観光客実態調査○「第3期伊勢市環境基本計画」
策定のためのアンケート○令和元年度家庭ごみ組成調査結果

桑名市 ○障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定のためのアンケート

鈴鹿市 ○地産地消に対する消費者意識○鈴鹿市教育振興基本計画策定に係るアン
ケート
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岐阜県

美濃加茂市 ○令和元年度美濃加茂市市民満足度調査○令和元年度美濃加茂市第5次総合
計画意識調査

土岐市 ○駅周辺土地利活用研究○第2期子ども・子育て支援事業計画○市民意識調
査

可児市 ○市民アンケート調査
飛騨市 ○古川祭史研究

郡上市

○市内産農産物活用に関するアンケート調査○郡上市鳥獣被害調査○観光客
アンケート調査○住宅アンケート調査○男女共同参画に関する市民意識調査
○子どもの読書環境についてのアンケート調査○人権に関するアンケート調
査○臨時観光駐車場利用者アンケート調査○愛宕駐車場利用者アンケート調
査○成年年齢引き下げに伴う（成人式）式典アンケート

静岡県

浜松市

○広聴モニターアンケート調査○市民アンケート調査○二俣城跡及び鳥羽山
城跡保存活用計画策定○浜松市文化財保存活用地域計画策定に係る文化財把
握調査○浜松市障がい福祉に関するアンケート調査○動植物モニタリング調
査○クリハラリス調査捕獲及び捕獲計画策定○クリハラリス多頭捕りわな導
入試験○浜松市における木質サプライチェーン構築事業

沼津市

○沼津市のまちづくり指標○市民意識調査（第 46 回）○沼津市中心市街地ま
ちづくり戦略の策定○沼津市リノベーションまちづくり「旧国一南エリアビ
ジョン」の策定○まちなか居住等住宅施策のあり方検討○沼津市環境基本計
画基礎調査○沼津市温室効果ガス排出量算定調査○健康増進計画等策定に係
る実態調査○興国寺城跡発掘調査○令和元年度沼津市津波対策調査業務委託
○平成 31 年度洪水避難対策方針検討業務委託

三島市
○三島市自然環境基礎調査○三島市立図書館利用者アンケート調査○三島市
市民意識調査○三島市障害福祉計画・三島市障害児福祉計画実態調査○三島
市インバウンド誘客戦略○市民課窓口のアンケート

島田市
○島田市総合計画市民意識調査○島田市地域福祉(活動)計画策定に係る市民
福祉意識調査○島田市観光戦略プラン策定に係る基礎調査（インターネット
調査）○家庭教育のあり方○患者アンケート

藤枝市
○定住日本一に向けた「子育て支援」と「空き家の利活用」に関する研究○
誰もが働きやすく、働き続けたいと思う職場に向けた調査、研究○藤枝市総
合計画に関する市民意識調査

御殿場市 ○市民意識調査○団体・企業アンケート
伊豆の国市 ○伊豆の国市庁舎整備及び跡地活用に関する手法調査検討業務
牧之原市 ○牧之原市市民意識調査

愛知県

名古屋市

○情報化に関するアンケート○中部国際空港の今後の施設整備に伴う本市へ
の影響調査○第9回男女平等参画基礎調査○客引き行為等にかかる市民・事
業者アンケート調査○外国人留学生生活・交流及び外国人材雇用状況等調査
○環境対策に関する市民アンケート○湧水を活用したヒートアイランド現象
緩和の実証実験○温室効果ガス排出量把握調査等○市内希少種の保全とこれ
に関わる外来種の影響についての研究○浄化微生物による VOC汚染除去に
関する研究○生物応答を用いた排水試験法（WET）による名古屋市内事業所
排水の評価に関する研究○電子顕微鏡を用いた緊急時における原因追究に関
する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法に関する調査研究○
PM2.5 の二次生成と光化学オキシダントに関する研究○ PM2.5 中の炭素成
分の発生源に関する研究○新幹線鉄道騒音振動対策効果及び騒音変動要因の
把握に関する研究○市内湧水の水質・水量に関する研究○内部生産抑制を目
的とした市内ため池における植物プランクトンの研究○一斉分析データベー
ス法を用いた GC／MSによる環境モニタリング手法の開発○国内におけ
る生活由来化学物質による環境リスク解明と処理技術の開発○地下水汚染と
自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○高齢者一般調査○若年者
一般調査○介護保険在宅サービス利用者調査○介護保険在宅サービス未利用
者調査○特別養護老人ホーム入所申込者調査○配食サービス利用者調査○健
康とくらしの調査○サロンに参加している皆様の健康とくらしに関するアン
ケート調査 第3回○名古屋市障害者基礎調査○「食育に関するアンケート
調査」の分析○「こころの健康に関するアンケート」の分析○次期総合交通
計画に関する調査・検討業務委託○都心部における交通特性の把握分析業務
委託○名古屋南部東海道周辺の山車行事調査事業○名古屋市立小学校におけ
る新たな運動・文化活動の検討に向けた調査○上下水道事業の技術的課題に
関する調査研究○東山線の混雑緩和対策に関する調査業務委託

（公財）名古
屋まちづくり
公社名古屋都
市センター

○中川運河地区における住工共生まちづくりに関する研究○データ利活用に
関する研究～スマートシティなごやを目指して～○成長し続ける名古屋のま
ちづくりに向けて～イノベーションの観点から～○無電柱化によるまちづく
りについて○近年の災害とハザードマップについて○ライフステージの変化
に伴う居住地選択に応じた都市空間形成戦略
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愛知県

豊橋市

○ビッグデータと AI技術を活用した救急需要予測を行い、救急車の効率的
な運用を図る官学連携事業。○患者満足度調査○豊橋市の環境に関するアン
ケート○令和元年度豊橋市市民意識調査○令和元年度豊橋市外国人市民意識
調査○とよはしインターネットモニター○生涯学習に関する市民意識調査○
太陽光発電所に関する情報を収集・分析、日射量及び気温の発電量への影響
調査○太陽光パネル診断システム開発業務委託○東三河地域における防災拠
点のリアルタイム耐震診断技術に関する研究○大規模地震災害時における時
間帯別帰宅困難者発生量の予測手法の開発と支援策の検討に関する研究○災
害時における再生可能エネルギーを利用した電力供給システムの有効活用に
ついて○拡張現実を用いた浸水・暴風雨・土砂災害疑似体験アプリの開発と
防災教育における活用○避難所におけるピクトグラムの活用○男女共同参画
に関する市民意識調査○ AI技術活用調査研究○データ分析・AI活用研究○
総合計画のための基礎調査○豊橋市イメージアンケート調査

豊橋市企画部
未来創生戦略
室

○結婚・出産・子育てに関する現況分析と施策の検討○合計特殊出生率の向
上に向けて○ SDGsの推進

岡崎市 ○ EBPMの実践調査

春日井市

○市民アンケート○春日井市障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート調
査○男女共同参画についての事業者アンケート○高森台エリアにおけるス
マートウェルネスの拠点形成に関する検討○高蔵寺駅周辺再整備に関する検
討○住宅・人口フレーム検討○旧西藤山台小学校施設における複合拠点整備
事業推進業務

刈谷市
○刈谷市男女共同参画に関する市民意識調査○刈谷市男女共同参画に関する
事業所実態調査○刈谷市男女共同参画に関する職員意識調査○都市交通に関
するアンケート調査○刈谷市バリアフリー基本構想改定のための意向調査

常滑市 ○第6次常滑市総合計画策定に関する市民意識調査業務

江南市 ○景況調査平成 31 年（令和元年）4月～6月期○江南市介護保険及び高齢者
福祉実態調査○江南市下水道事業経営戦略の策定

稲沢市

○第4次稲沢市地域福祉計画・地域福祉活動計画○保育園民営化・統廃合計
画策定業務○稲沢市都市計画道路見直し○都市と緑のマスタープラン策定業
務○暫定用途地域解消検討事務○平成 31 年度国府宮駅周辺再整備検討調査
○稲島東地区まちづくり計画推進業務○鉄道高架化に係る検討調査業務○第
2期稲沢市子ども・子育て支援事業計画策定に関するグループインタビュー
○第2期稲沢市子ども・子育て支援事業計画策定に関する法人アンケート調
査

新城市 ○就職活動に関するアンケート○障害者計画等策定のためのアンケート調査

東海市
○第6次東海市総合計画に関するアンケート調査○利用者アンケート○男女
共同参画基本計画現状値調査○県内全市町村による AI・ロボティクスを活
用したシステムの連携・共同による導入、利用に関する研究○小中学生読書
状況アンケート

知多市 ○第6次知多市総合計画アンケート調査
知立市 ○転出者アンケート調査

尾張旭市
○まちづくりアンケート○尾張旭市障がい者福祉に関する計画策定のための
市民意識調査○尾張旭市地域福祉に関する市民アンケート調査○第8期尾張
旭市高齢者保健福祉計画策定にかかるアンケート調査○尾張旭市消防業務検
討

アシタのたか
はま研究所

○画像オープンデータの活用について

岩倉市
○岩倉市都市計画マスタープラン及び緑の基本計画○岩倉北小学校屋内運動
場等複合施設の建設に関するアンケート○岩倉市高齢者等の生活と介護及び
介護者についてのアンケート

豊明市 ○第5次豊明市まちづくりアンケート

日進市
○日進市保育園利用者アンケート○日進市男女平等に関する市民意識調査○
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査○日進市都市計画マ
スタープラン及び緑の基本計画策定調査検討業務○暫定用途地域調査検討業
務

田原市 ○第2次田原市観光基本計画策定に係るマーケティング調査

長久手市
○定額乗合タクシー（Nータク）実証実験○第4次長久手市環境基本計画策
定のための市民アンケート調査○長久手市多文化共生に関するアンケート調
査

三重県

伊勢市 ○平成 31（2019）年 伊勢市観光客実態調査○「第3期伊勢市環境基本計画」
策定のためのアンケート○令和元年度家庭ごみ組成調査結果

桑名市 ○障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定のためのアンケート

鈴鹿市 ○地産地消に対する消費者意識○鈴鹿市教育振興基本計画策定に係るアン
ケート
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岐阜県

美濃加茂市 ○令和元年度美濃加茂市市民満足度調査○令和元年度美濃加茂市第5次総合
計画意識調査

土岐市 ○駅周辺土地利活用研究○第2期子ども・子育て支援事業計画○市民意識調
査

可児市 ○市民アンケート調査
飛騨市 ○古川祭史研究

郡上市

○市内産農産物活用に関するアンケート調査○郡上市鳥獣被害調査○観光客
アンケート調査○住宅アンケート調査○男女共同参画に関する市民意識調査
○子どもの読書環境についてのアンケート調査○人権に関するアンケート調
査○臨時観光駐車場利用者アンケート調査○愛宕駐車場利用者アンケート調
査○成年年齢引き下げに伴う（成人式）式典アンケート

静岡県

浜松市

○広聴モニターアンケート調査○市民アンケート調査○二俣城跡及び鳥羽山
城跡保存活用計画策定○浜松市文化財保存活用地域計画策定に係る文化財把
握調査○浜松市障がい福祉に関するアンケート調査○動植物モニタリング調
査○クリハラリス調査捕獲及び捕獲計画策定○クリハラリス多頭捕りわな導
入試験○浜松市における木質サプライチェーン構築事業

沼津市

○沼津市のまちづくり指標○市民意識調査（第 46 回）○沼津市中心市街地ま
ちづくり戦略の策定○沼津市リノベーションまちづくり「旧国一南エリアビ
ジョン」の策定○まちなか居住等住宅施策のあり方検討○沼津市環境基本計
画基礎調査○沼津市温室効果ガス排出量算定調査○健康増進計画等策定に係
る実態調査○興国寺城跡発掘調査○令和元年度沼津市津波対策調査業務委託
○平成 31 年度洪水避難対策方針検討業務委託

三島市
○三島市自然環境基礎調査○三島市立図書館利用者アンケート調査○三島市
市民意識調査○三島市障害福祉計画・三島市障害児福祉計画実態調査○三島
市インバウンド誘客戦略○市民課窓口のアンケート

島田市
○島田市総合計画市民意識調査○島田市地域福祉(活動)計画策定に係る市民
福祉意識調査○島田市観光戦略プラン策定に係る基礎調査（インターネット
調査）○家庭教育のあり方○患者アンケート

藤枝市
○定住日本一に向けた「子育て支援」と「空き家の利活用」に関する研究○
誰もが働きやすく、働き続けたいと思う職場に向けた調査、研究○藤枝市総
合計画に関する市民意識調査

御殿場市 ○市民意識調査○団体・企業アンケート
伊豆の国市 ○伊豆の国市庁舎整備及び跡地活用に関する手法調査検討業務
牧之原市 ○牧之原市市民意識調査

愛知県

名古屋市

○情報化に関するアンケート○中部国際空港の今後の施設整備に伴う本市へ
の影響調査○第9回男女平等参画基礎調査○客引き行為等にかかる市民・事
業者アンケート調査○外国人留学生生活・交流及び外国人材雇用状況等調査
○環境対策に関する市民アンケート○湧水を活用したヒートアイランド現象
緩和の実証実験○温室効果ガス排出量把握調査等○市内希少種の保全とこれ
に関わる外来種の影響についての研究○浄化微生物による VOC汚染除去に
関する研究○生物応答を用いた排水試験法（WET）による名古屋市内事業所
排水の評価に関する研究○電子顕微鏡を用いた緊急時における原因追究に関
する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法に関する調査研究○
PM2.5 の二次生成と光化学オキシダントに関する研究○ PM2.5 中の炭素成
分の発生源に関する研究○新幹線鉄道騒音振動対策効果及び騒音変動要因の
把握に関する研究○市内湧水の水質・水量に関する研究○内部生産抑制を目
的とした市内ため池における植物プランクトンの研究○一斉分析データベー
ス法を用いた GC／MSによる環境モニタリング手法の開発○国内におけ
る生活由来化学物質による環境リスク解明と処理技術の開発○地下水汚染と
自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○高齢者一般調査○若年者
一般調査○介護保険在宅サービス利用者調査○介護保険在宅サービス未利用
者調査○特別養護老人ホーム入所申込者調査○配食サービス利用者調査○健
康とくらしの調査○サロンに参加している皆様の健康とくらしに関するアン
ケート調査 第3回○名古屋市障害者基礎調査○「食育に関するアンケート
調査」の分析○「こころの健康に関するアンケート」の分析○次期総合交通
計画に関する調査・検討業務委託○都心部における交通特性の把握分析業務
委託○名古屋南部東海道周辺の山車行事調査事業○名古屋市立小学校におけ
る新たな運動・文化活動の検討に向けた調査○上下水道事業の技術的課題に
関する調査研究○東山線の混雑緩和対策に関する調査業務委託

（公財）名古
屋まちづくり
公社名古屋都
市センター

○中川運河地区における住工共生まちづくりに関する研究○データ利活用に
関する研究～スマートシティなごやを目指して～○成長し続ける名古屋のま
ちづくりに向けて～イノベーションの観点から～○無電柱化によるまちづく
りについて○近年の災害とハザードマップについて○ライフステージの変化
に伴う居住地選択に応じた都市空間形成戦略
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145

大阪府

八尾市

○令和元年度八尾市民意識調査○男女共同参画についての市民意識調査○地
域別健康課題に関する調査研究○循環器疾患予防対策事業○健康日本 21 八
尾第3期計画及び八尾市食育推進第2期計画の次期計画のためのアンケート
調査○ 10 歳若返り実践モデル事業○八尾市高齢者実態調査及び要介護認定
者等実態調査○ごみ組成分析調査○住まい・まちづくりに関する市民意識調
査○八尾市障がい者基本計画等の策定に係るアンケート調査○令和元年度人
権についての市民意識調査○地域福祉計画市民等アンケート調査○八尾市内
労働事情調査

寝屋川市 ○介護予防・日常生活支援総合事業を通じた予防理学療法の効果評価○第四
次寝屋川市地域福祉計画の策定に向けた調査

箕面市 ○箕面市市民満足度アンケート調査○箕面市地域公共交通網形成計画作成業
務

門真市
○門真市市民幸福実感に関する意識調査令和元（2019）年度調査○門真市市
民意識調査令和元（2019）年度調査○門真市の文化芸術に関する市民アンケー
ト調査○4・5歳児の幼児教育・保育・療育の無償化に関するアンケート調
査○門真市保育士等就労奨励金に関するアンケート調査

阪南市 ○住民アンケート

兵庫県

姫路市

○生涯現役社会の実現のための新たな事業手法の調査○生涯現役社会の実現
のための新たな事業手法の調査○姫路駅・姫路城周辺における路上喫煙禁止
制度に関するアンケート○路上喫煙禁止条例の制定状況等に関する調査につ
いて○在宅介護実態調査○介護人材実態調査○姫路市高齢者実態意向調査○
姫路市障害者等実態意向調査○姫路市地域福祉実態調査○観光動向調査○観
光動向調査結果分析○姫路市文化振興ビジョン改定に伴うアンケート調査

(公財)尼崎地
域産業活性化
機構

○事業所景況調査○労働環境実態調査○尼崎市内事業所の防災・減災対策に
関する実態調査○人口分析業務○製造業実態調査○商業実態調査○新型コロ
ナウイルス感染症による市内事業所への影響調査

明石市 ○まちづくり市民意識調査（2019 年度）

芦屋市

○第9次芦屋すこやか長寿プラン 21 に係る高齢者利用意向調査及び要介護
高齢者等利用意向調査○芦屋市人権についての市民及び職員意識調査○芦屋
市の環境に関するアンケート調査○芦屋市障害者（児）福祉計画及び芦屋市
障害福祉計画・芦屋市障害児福祉計画策定に係る意向調査○第4次芦屋市総
合計画に関する市民意識調査

加古川市 ○令和元年度 市民意識調査○令和元年度 転入・転出理由に関する調査

宝塚市

○チームたからづか○令和元年度宝塚市商工業実態調査○令和元年度宝塚市
労働実態調査（市民・事業所）○平成 31 年度 地域の多様な課題に応える
脱炭素型地域づくりモデル形成事業地域循環共生圏づくりに向けた家畜糞尿
活用によるバイオガス発電設備導入可能性調査事業○宝塚市民の運動・ス
ポーツに関する意識調査

三田市 ○三田市市民意識調査
加西市 ○総合計画等策定支援業務

養父市
○養父市男女共同参画に関する職員意識・実態調査○養父市地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）温室効果ガス排出量調査○養父市環境基本計画にお
ける施策の進捗状況調査○鳥獣被害調査

宍粟市 ○まちづくりアンケート調査（第2次宍粟市総合計画策定に向けた）○新病
院整備市民アンケート○可燃ごみ収集事業に関するアンケート

たつの市 ○地域経済循環分析調査

奈良県 奈良市 ○市民意識調査○奈良市空き家等実態調査
大和高田市 ○大和高田市まちづくりの指針策定に係る基礎調査

和歌山県
有田市 ○市民意識調査○都市計画マスタープラン

御坊市 ○第5次御坊市総合計画にかかるアンケート調査○ RPA導入による業務改
革に関する官民協働研究

鳥取県

鳥取市
○鳥取市民アンケート調査○食生活と学校給食に関するアンケート調査○関
係人口を創り活かす仕組みづくりに関する調査研究○鳥取市緊急輸送路補助
路線設定に関する調査研究

米子市 ○家庭系ごみ質分析及び食品ロス実態調査○ごみの減量・リサイクルなどに
関するアンケート調査

境港市 ○ U・Iターンしたくなるまちづくり

島根県 松江市

○選ばれるまち松江の実現に向けた人財育成ワーキング○地域農業の将来に
関するアンケート調査○外国人観光客モニター事業○ごみの組成分析○八雲
コミュニティバスに関するアンケート○玉湯コミュニティバス乗降調査○美
保関コミュニティバス境港線乗降調査○松江城調査研究事業○松平治郷（不
昧公）調査研究事業

江津市 ○住民意識調査
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三重県

鈴鹿市政策経
営部総合政策
課政策創造グ
ループ

○鈴鹿市総合計画 2023 の後期基本計画策定等に係る将来人口推計業務委託

名張市 ○市民意識調査

亀山市 ○亀山市環境関連分野における新たな取り組み創出に関する調査研究○亀山
市環境関連計画の改定等に係る基礎調査

滋賀県

長浜市 ○長浜市民満足度調査

草津市

○令和元年度草津市のまちづくりについての市民意識調査○草津市における
公共サービスでの AI等のデジタル技術の活用に向けた課題と展開に関する
調査研究○統計に基づく草津市の各学区・地区の姿○草津市男女共同参画に
ついてのアンケート調査○草津市都市計画マスタープラン策定のためのアン
ケート調査

草津未来研究
所

○草津市における公共サービスでの AI等のデジタル技術の活用に向けた課
題と展開に関する調査研究○統計に基づく草津市の各学区・地区の姿

東近江市 ○市民協働推進委員会
米原市 ○市民意識調査

京都府

八幡市 ○八幡市男女共同参画に関するアンケート調査○八幡市観光基本計画推進

京田辺市

○令和元年度まちづくり調査研究事業「災害時外国人ヘルプカードの作成」
○京田辺市男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所調査○京田辺市障
害者計画等策定のための市民アンケート調査○介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査○在宅介護実態調査○高齢者保健福祉計画策定に係る事業所アンケー
ト調査○京田辺市高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査○第2次京
田辺市環境基本計画中間見直し○市内バス交通利用実態等把握調査○令和元
年度京田辺市都市計画基礎調査等業務委託○京田辺ソリデール高齢者ニーズ
等調査

大阪府

大阪市 ○次期総合戦略策定及び政策課題の解決に向けた基礎調査
おおさか市町
村職員研修研
究センター
（マッセ
OSAKA）

○これからの自治体職員が身に付けるべき能力と研修体系研究会～高度情報
化社会に向けて～○「食」で考える大阪の持続可能な観光研究会○「地方自
治法」「地方公務員法」eラーニングのWEB化及び新たな学びにつながる教
材の配信研究会

堺市
○百舌鳥古墳群展望気球運行等事業検討○堺市健康意識向上事業における研
究業務○消費者問題に関する市民意識調査○社会教育調査研究活動○堺市中
学校給食実施方法等調査○北区まちづくりアンケート調査○近畿圏都市交通
体系調査

岸和田市 ○市民意識調査○地域カルテの作成○共同研究（学力向上について）
岸和田市総合
政策部企画課
政策担当

○市民意識調査○地域カルテの作成○共同研究（学力向上について）

とよなか都市
創造研究所

○「豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅱ」○「豊中市における女性
の就労に関する調査研究Ⅰ」○「政策形成における自治体シンクタンクの役
割に関する調査研究～とよなか都市創造研究所の事例を中心に～」

吹田市
○吹田市立男女共同参画センター調査研究「DV根絶に向けて 男性へのア
プローチ 今何ができるか」○吹田市民の地域福祉に関する実態調査○健康
に関する市民意識アンケート調査○効果的な禁煙支援活動に関する研究○吹
田市全事業所実態調査

高槻市

○高槻市市民意識調査○高槻市と関西大学による市民意識調査○高槻市の地
球温暖化対策に関する意識調査○自動運転技術等の先進技術を踏まえた交通
まちづくりの在り方研究○自転車利用実態調査○高槻市産業・観光振興のた
めの意識調査○商業施策のあり方を検討する基礎資料とするための通行量調
査○大規模地震時の水道管路被害予測に関する研究

守口市 ○（仮称）第六次総合基本計画の策定に向けたアンケート調査

枚方市
○枚方市男女共同参画に関する市民アンケート調査○枚方市市民意識調査○
枚方市環境基本計画の策定にあたっての市民・事業者アンケート○王仁公園
のあり方検討調査

茨木市
○茨木市産業振興アクションプラン改定関連現況調査○子ども読書活動に関
するアンケート調査○（仮称）茨木市生涯学習推進計画素案作成支援業務委
託○茨木市域における文化財の調査○茨木市地域コミュニティに関するアン
ケート調査
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大阪府

八尾市

○令和元年度八尾市民意識調査○男女共同参画についての市民意識調査○地
域別健康課題に関する調査研究○循環器疾患予防対策事業○健康日本 21 八
尾第3期計画及び八尾市食育推進第2期計画の次期計画のためのアンケート
調査○ 10 歳若返り実践モデル事業○八尾市高齢者実態調査及び要介護認定
者等実態調査○ごみ組成分析調査○住まい・まちづくりに関する市民意識調
査○八尾市障がい者基本計画等の策定に係るアンケート調査○令和元年度人
権についての市民意識調査○地域福祉計画市民等アンケート調査○八尾市内
労働事情調査

寝屋川市 ○介護予防・日常生活支援総合事業を通じた予防理学療法の効果評価○第四
次寝屋川市地域福祉計画の策定に向けた調査

箕面市 ○箕面市市民満足度アンケート調査○箕面市地域公共交通網形成計画作成業
務

門真市
○門真市市民幸福実感に関する意識調査令和元（2019）年度調査○門真市市
民意識調査令和元（2019）年度調査○門真市の文化芸術に関する市民アンケー
ト調査○4・5歳児の幼児教育・保育・療育の無償化に関するアンケート調
査○門真市保育士等就労奨励金に関するアンケート調査

阪南市 ○住民アンケート

兵庫県

姫路市

○生涯現役社会の実現のための新たな事業手法の調査○生涯現役社会の実現
のための新たな事業手法の調査○姫路駅・姫路城周辺における路上喫煙禁止
制度に関するアンケート○路上喫煙禁止条例の制定状況等に関する調査につ
いて○在宅介護実態調査○介護人材実態調査○姫路市高齢者実態意向調査○
姫路市障害者等実態意向調査○姫路市地域福祉実態調査○観光動向調査○観
光動向調査結果分析○姫路市文化振興ビジョン改定に伴うアンケート調査

(公財)尼崎地
域産業活性化
機構

○事業所景況調査○労働環境実態調査○尼崎市内事業所の防災・減災対策に
関する実態調査○人口分析業務○製造業実態調査○商業実態調査○新型コロ
ナウイルス感染症による市内事業所への影響調査

明石市 ○まちづくり市民意識調査（2019 年度）

芦屋市

○第9次芦屋すこやか長寿プラン 21 に係る高齢者利用意向調査及び要介護
高齢者等利用意向調査○芦屋市人権についての市民及び職員意識調査○芦屋
市の環境に関するアンケート調査○芦屋市障害者（児）福祉計画及び芦屋市
障害福祉計画・芦屋市障害児福祉計画策定に係る意向調査○第4次芦屋市総
合計画に関する市民意識調査

加古川市 ○令和元年度 市民意識調査○令和元年度 転入・転出理由に関する調査

宝塚市

○チームたからづか○令和元年度宝塚市商工業実態調査○令和元年度宝塚市
労働実態調査（市民・事業所）○平成 31 年度 地域の多様な課題に応える
脱炭素型地域づくりモデル形成事業地域循環共生圏づくりに向けた家畜糞尿
活用によるバイオガス発電設備導入可能性調査事業○宝塚市民の運動・ス
ポーツに関する意識調査

三田市 ○三田市市民意識調査
加西市 ○総合計画等策定支援業務

養父市
○養父市男女共同参画に関する職員意識・実態調査○養父市地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）温室効果ガス排出量調査○養父市環境基本計画にお
ける施策の進捗状況調査○鳥獣被害調査

宍粟市 ○まちづくりアンケート調査（第2次宍粟市総合計画策定に向けた）○新病
院整備市民アンケート○可燃ごみ収集事業に関するアンケート

たつの市 ○地域経済循環分析調査

奈良県 奈良市 ○市民意識調査○奈良市空き家等実態調査
大和高田市 ○大和高田市まちづくりの指針策定に係る基礎調査

和歌山県
有田市 ○市民意識調査○都市計画マスタープラン

御坊市 ○第5次御坊市総合計画にかかるアンケート調査○ RPA導入による業務改
革に関する官民協働研究

鳥取県

鳥取市
○鳥取市民アンケート調査○食生活と学校給食に関するアンケート調査○関
係人口を創り活かす仕組みづくりに関する調査研究○鳥取市緊急輸送路補助
路線設定に関する調査研究

米子市 ○家庭系ごみ質分析及び食品ロス実態調査○ごみの減量・リサイクルなどに
関するアンケート調査

境港市 ○ U・Iターンしたくなるまちづくり

島根県 松江市

○選ばれるまち松江の実現に向けた人財育成ワーキング○地域農業の将来に
関するアンケート調査○外国人観光客モニター事業○ごみの組成分析○八雲
コミュニティバスに関するアンケート○玉湯コミュニティバス乗降調査○美
保関コミュニティバス境港線乗降調査○松江城調査研究事業○松平治郷（不
昧公）調査研究事業

江津市 ○住民意識調査
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三重県

鈴鹿市政策経
営部総合政策
課政策創造グ
ループ

○鈴鹿市総合計画 2023 の後期基本計画策定等に係る将来人口推計業務委託

名張市 ○市民意識調査

亀山市 ○亀山市環境関連分野における新たな取り組み創出に関する調査研究○亀山
市環境関連計画の改定等に係る基礎調査

滋賀県

長浜市 ○長浜市民満足度調査

草津市

○令和元年度草津市のまちづくりについての市民意識調査○草津市における
公共サービスでの AI等のデジタル技術の活用に向けた課題と展開に関する
調査研究○統計に基づく草津市の各学区・地区の姿○草津市男女共同参画に
ついてのアンケート調査○草津市都市計画マスタープラン策定のためのアン
ケート調査

草津未来研究
所

○草津市における公共サービスでの AI等のデジタル技術の活用に向けた課
題と展開に関する調査研究○統計に基づく草津市の各学区・地区の姿

東近江市 ○市民協働推進委員会
米原市 ○市民意識調査

京都府

八幡市 ○八幡市男女共同参画に関するアンケート調査○八幡市観光基本計画推進

京田辺市

○令和元年度まちづくり調査研究事業「災害時外国人ヘルプカードの作成」
○京田辺市男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所調査○京田辺市障
害者計画等策定のための市民アンケート調査○介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査○在宅介護実態調査○高齢者保健福祉計画策定に係る事業所アンケー
ト調査○京田辺市高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査○第2次京
田辺市環境基本計画中間見直し○市内バス交通利用実態等把握調査○令和元
年度京田辺市都市計画基礎調査等業務委託○京田辺ソリデール高齢者ニーズ
等調査

大阪府

大阪市 ○次期総合戦略策定及び政策課題の解決に向けた基礎調査
おおさか市町
村職員研修研
究センター
（マッセ
OSAKA）

○これからの自治体職員が身に付けるべき能力と研修体系研究会～高度情報
化社会に向けて～○「食」で考える大阪の持続可能な観光研究会○「地方自
治法」「地方公務員法」eラーニングのWEB化及び新たな学びにつながる教
材の配信研究会

堺市
○百舌鳥古墳群展望気球運行等事業検討○堺市健康意識向上事業における研
究業務○消費者問題に関する市民意識調査○社会教育調査研究活動○堺市中
学校給食実施方法等調査○北区まちづくりアンケート調査○近畿圏都市交通
体系調査

岸和田市 ○市民意識調査○地域カルテの作成○共同研究（学力向上について）
岸和田市総合
政策部企画課
政策担当

○市民意識調査○地域カルテの作成○共同研究（学力向上について）

とよなか都市
創造研究所

○「豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅱ」○「豊中市における女性
の就労に関する調査研究Ⅰ」○「政策形成における自治体シンクタンクの役
割に関する調査研究～とよなか都市創造研究所の事例を中心に～」

吹田市
○吹田市立男女共同参画センター調査研究「DV根絶に向けて 男性へのア
プローチ 今何ができるか」○吹田市民の地域福祉に関する実態調査○健康
に関する市民意識アンケート調査○効果的な禁煙支援活動に関する研究○吹
田市全事業所実態調査

高槻市

○高槻市市民意識調査○高槻市と関西大学による市民意識調査○高槻市の地
球温暖化対策に関する意識調査○自動運転技術等の先進技術を踏まえた交通
まちづくりの在り方研究○自転車利用実態調査○高槻市産業・観光振興のた
めの意識調査○商業施策のあり方を検討する基礎資料とするための通行量調
査○大規模地震時の水道管路被害予測に関する研究

守口市 ○（仮称）第六次総合基本計画の策定に向けたアンケート調査

枚方市
○枚方市男女共同参画に関する市民アンケート調査○枚方市市民意識調査○
枚方市環境基本計画の策定にあたっての市民・事業者アンケート○王仁公園
のあり方検討調査

茨木市
○茨木市産業振興アクションプラン改定関連現況調査○子ども読書活動に関
するアンケート調査○（仮称）茨木市生涯学習推進計画素案作成支援業務委
託○茨木市域における文化財の調査○茨木市地域コミュニティに関するアン
ケート調査
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福岡県

久留米市

○市政アンケートモニター くるモニ「生物多様性の保全」○久留米市自然
環境調査業務○令和元年度市政モニターアンケート「くるモニ」○第 43 回（令
和元年度）久留米市民意識調査○自治会の集会所に関するアンケート○自治
会活動を紹介したパンフレットに関するアンケート○第8回久留米市男女平
等に関する市民意識調査○久留米市の農業が他産業に与える影響調査○久留
米つつじの DNA分析調査○耳納北麓エリア観光入込客実態調査○次期産業
用地事業化検討

飯塚市 ○予算反映につながる行政評価のあり方
大川市 ○男女共同参画に関する市民意識調査
大野城市 ○令和元年度まちの姿アンケート
太宰府市 ○太宰府まちづくり市民意識調査○太宰府市観光客入込客数等調査業務委託
嘉麻市 ○まち・ひと・しごと創生に関する市民意向調査

糸島市
○糸島市市民満足度調査○少子高齢化社会における第一次産業の維持発展方
策に関する調査研究○糸島市の国際化に関する市民意識調査○糸島市地域公
共交通再編実施計画策定に伴う調査検討○野遊び研究会（糸島市自主研究グ
ループ）

那珂川市 ○総合計画策定に関する市民意識調査

佐賀県
唐津市 ○令和元年度高齢者要望等実態調査

鳥栖市 ○第7次鳥栖市総合計画の策定に向けた地区別まちづくり座談会の実施○鳥
栖市のまちづくりに関する市民満足度調査

長崎県

長崎市

○若者の楽しみに関する調査・分析○市民意識調査○社会動態動向調査に係
る移動者アンケート調査○男女共同参画に関する職員意識調査○観光動向調
査○くんち演し物等現況調査○長崎ロープウェイ移転可能性調査○ながさき
の「食」市民意識調査○ながさきの「食」に関するアンケート調査○長崎市
駐車・駐輪実態調査業務委託

島原市 ○市勢振興計画
諫早市 ○「（仮称）道の駅 251」設置調査業務○食育についてのアンケート調査

大村市 ○平成 31 年度大村市のまちづくりに関する市民満足度調査○地域の支え合
いに関するアンケート○障がい福祉に関するアンケート調査

雲仙市 ○人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会

南島原市 ○南島原市自転車利用実態・推進等に係る現状分析・調査○南島原市子ども・
子育て支援事業計画に係るアンケート調査

熊本県

熊本市 ○『特別史跡熊本城跡総括報告書 調査研究編』の刊行○年報の刊行○『復
興熊本城』の刊行○熊本城パンフレット「復興へ向けて」の刊行

熊本市都市政
策研究所

○熊本都市計画史図集の編纂○熊本市の上水道事業の歴史的研究○熊本市域
のどんどやの地理的分布と開催特徴○中心市街地の再開発が地価に与える影
響○熊本地震(2016)に係る熊本市役所産業保健活動の実態と課題○熊本市に
おけるブロックチェーン技術の活用可能性○新型コロナウイルス感染症に対
する熊本市民の声の分析

八代市
○八代市子ども・子育て支援事業計画○い草等の八代産農産物の付加価値創
造による地域活性化（い草の付加価値創造による地域活性化）○やつしろ学
生ラボ○生姜の茎葉の有効活用に関する研究

荒尾市

○総合計画成果検証のためのアンケート調査○持続可能なスマートシティの
エリアマネジメント手法検討調査○荒尾市の広報活動に関するアンケート調
査○ごみ再組成分析検査○三池炭鉱修景・保全調査○荒尾市の世界遺産を活
かしたまちづくり人材育成事業○荒尾市・長洲町新学校給食センター PFI導
入可能性調査○荒尾市における地域の活動拠点づくりに関する研究○市内従
業員数調査○就職状況調査○荒尾市子どもの読書に関するアンケート

玉名市 ○「玉名市人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に
伴う調査

宇土市 ○宇土市地域福祉計画に関するアンケート調査○・介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査・在宅介護実態調査

合志市 ○市民意識調査○人口推計調査○事務事業評価と施策評価○合志市地域公共
交通再編実施計画

大分県
大分市

○大分市総合計画第2次基本計画○大分市人口ビジョン○大分市民意識調査
○行政評価（事務事業評価、政策・施策評価、指定管理者制度導入施設評価）
○大分市文化・芸術に関するアンケート調査○保健・医療・介護データの連
結による医療費の分析に係る取組み○大分市介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査○在宅介護実態調査○令和元年度中心市街地 小売業商品販売額・飲食
サービス業売上額調査○中心市街地における歩行者通行量調査○歩行者天国
通行量調査○大分市都町における歩行者通行量調査

中津市 ○①中津干潟調査②ベッコウトンボ等実態調査
由布市 ○湯布院地区（JR由布院駅前）交通社会実験
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岡山県

岡山市 ○岡山市市民意識調査○「第4次さんかくプラン」年次報告 施策の実施状
況及び評価○性的マイノリティに関する市民意識調査

倉敷市 ○「一輪の綿花から始まる倉敷物語」調査研究事業
玉野市 ○市民意識調査

井原市 ○井原市の公共交通に関するアンケート調査○井原市介護予防・日常生活調
査○井原市読書アンケート

瀬戸内市 ○第2期瀬戸内市太陽のまち創生総合戦略策定に係る市民意識・希望調査（3
種類）

真庭市 ○高等教育機関等の立地可能性調査

広島県

福山市 ○総合計画策定に向けた基礎調査○市民のスポーツに関するネット調査○福
山市 福祉に関するアンケート調査

庄原市
○行政評価（事務事業）○行政経営改革の取組状況調査○ RPA試行導入○
「高齢者を対象とした冬期の住まいに関するアンケート調査」○「介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査」○「在宅介護実態調査」○庄原市グローバル人材
確保・定着促進計画策定に向けたアンケート調査等

大竹市
○令和元年度こいこいバス利用実態把握アンケート調査○大竹市民の幸せ感
に関するアンケート○大竹市まちづくり基本構想策定のための市民アンケー
ト調査

東広島市 ○令和元年度東広島市市民満足度調査
江田島市 ○江田島市議会に関するアンケート調査○市民満足度調査

山口県

下関市 ○下関市市民意識調査○地域在住作家調査
山口市 ○山口市まちづくりアンケート
下松市 ○まちづくり市民アンケート
光市 ○令和元年度光市まちづくり市民アンケート
柳井市 ○柳井市地域公共交通網形成計画策定調査

周南市 ○都心軸空間デザイン調査検討業務○スポーツ推進計画改定に伴う市民調査
○人権に関する意識調査○汚水処理整備に関するアンケート

徳島県
阿南市 ○阿南市小・中学校の再編・統合に係るアンケート調査○阿南市総合計画基

礎調査報告書

美馬市
○美馬市男女共同参画区本計画（第3次）○美馬市公共交通網形成計画策定
に係るアンケート調査○美馬市生涯活躍のまち移住プロモーション活動 移
住意向調査○第3次総合計画策定に係る市民意識調査

香川県
高松市

○高松市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業アンケート調査○食品ロスに関
するアンケート○中小企業者・小規模事業者の事業継続（計画）及び外国人
雇用に関するアンケート調査○ ICTに関する調査研究（パイロット事業校、
ICT教育推進検討会）○学習に関する調査研究（現教サポート事業）

観音寺市 ○第4次行政改革大綱の策定に係る調査
東かがわ市 ○人口ビジョン

愛媛県

新居浜市 ○政策研究グループ

西条市自治政
策研究所

○「健幸都市西条」実現への挑戦～住んでいるだけで健幸になれるまちへ～
○愛媛県人口集中地域の住民から選ばれ続ける自治体の実現に向けた具体的
事業の立案に関する研究～西条市が目指す人口の展望と即効性の高い政策の
提案～○時期総合計画のあり方と総合計画を核としたトータル・システム構
築に向けた研究○西条市におけるデータ利活用に関する研究

四国中央市 ○結婚・出産・子育てに関する市民アンケート調査○高校生を対象とした
進路調査アンケート○債権管理適正化に向けた調査・研究

福岡県

北九州市立大
学地域戦略研
究所

○ 2019 シーズン・Jリーグスタジアム調査業務○プノンペン都の産業人材
育成体制の構築○北九州市 SDGsに係るインディケーター（指標）調査業務
○「北九州フードフェスティバル 2019」における経済波及効果分析○「北九
州ポップカルチャーフェスティバル 2019」における経済波及効果分析○ラグ
ビーウエールズ代表キャンプに関する市民意識調査分析業務○新しい外国人
労働者の活用モデルの模索（その1）ーインドネシアの技能実習生（派遣前）
の予備的調査ー○北九州における集客イベントの効果と展望（6）～ギラヴァ
ンツ観戦者調査、市民意識調査○包摂型社会実現の課題：薬物依存症回復施
設と地域住民との関係性○ウォーカブルシティに関する考察○釜山広域市の
SDGs政策検討と北九州市との交流可能性探索○ COC＋事業の成果と課題
北九州・下関地域における若者の地元定着をめざした取り組みの評価○若者
の地域定着の実態と COC +事業～愛着と就職意思を中心に～

(公財)福岡ア
ジア都市研究
所

○福岡市における災害に強いまちづくりに関する研究「外国人の防災ーみん
なが助かる社会の構築に向けてー」○防災と地域スポーツコミュニティ（フォ
ローアップ研究）○「情報技術を活用した食品廃棄物データの一元化による
業務の合理化及び資源化促進に関する研究」

大牟田市 ○まちづくり市民アンケート○社会教育・生涯学習基礎調査研究
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福岡県

久留米市

○市政アンケートモニター くるモニ「生物多様性の保全」○久留米市自然
環境調査業務○令和元年度市政モニターアンケート「くるモニ」○第 43 回（令
和元年度）久留米市民意識調査○自治会の集会所に関するアンケート○自治
会活動を紹介したパンフレットに関するアンケート○第8回久留米市男女平
等に関する市民意識調査○久留米市の農業が他産業に与える影響調査○久留
米つつじの DNA分析調査○耳納北麓エリア観光入込客実態調査○次期産業
用地事業化検討

飯塚市 ○予算反映につながる行政評価のあり方
大川市 ○男女共同参画に関する市民意識調査
大野城市 ○令和元年度まちの姿アンケート
太宰府市 ○太宰府まちづくり市民意識調査○太宰府市観光客入込客数等調査業務委託
嘉麻市 ○まち・ひと・しごと創生に関する市民意向調査

糸島市
○糸島市市民満足度調査○少子高齢化社会における第一次産業の維持発展方
策に関する調査研究○糸島市の国際化に関する市民意識調査○糸島市地域公
共交通再編実施計画策定に伴う調査検討○野遊び研究会（糸島市自主研究グ
ループ）

那珂川市 ○総合計画策定に関する市民意識調査

佐賀県
唐津市 ○令和元年度高齢者要望等実態調査

鳥栖市 ○第7次鳥栖市総合計画の策定に向けた地区別まちづくり座談会の実施○鳥
栖市のまちづくりに関する市民満足度調査

長崎県

長崎市

○若者の楽しみに関する調査・分析○市民意識調査○社会動態動向調査に係
る移動者アンケート調査○男女共同参画に関する職員意識調査○観光動向調
査○くんち演し物等現況調査○長崎ロープウェイ移転可能性調査○ながさき
の「食」市民意識調査○ながさきの「食」に関するアンケート調査○長崎市
駐車・駐輪実態調査業務委託

島原市 ○市勢振興計画
諫早市 ○「（仮称）道の駅 251」設置調査業務○食育についてのアンケート調査

大村市 ○平成 31 年度大村市のまちづくりに関する市民満足度調査○地域の支え合
いに関するアンケート○障がい福祉に関するアンケート調査

雲仙市 ○人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会

南島原市 ○南島原市自転車利用実態・推進等に係る現状分析・調査○南島原市子ども・
子育て支援事業計画に係るアンケート調査

熊本県

熊本市 ○『特別史跡熊本城跡総括報告書 調査研究編』の刊行○年報の刊行○『復
興熊本城』の刊行○熊本城パンフレット「復興へ向けて」の刊行

熊本市都市政
策研究所

○熊本都市計画史図集の編纂○熊本市の上水道事業の歴史的研究○熊本市域
のどんどやの地理的分布と開催特徴○中心市街地の再開発が地価に与える影
響○熊本地震(2016)に係る熊本市役所産業保健活動の実態と課題○熊本市に
おけるブロックチェーン技術の活用可能性○新型コロナウイルス感染症に対
する熊本市民の声の分析

八代市
○八代市子ども・子育て支援事業計画○い草等の八代産農産物の付加価値創
造による地域活性化（い草の付加価値創造による地域活性化）○やつしろ学
生ラボ○生姜の茎葉の有効活用に関する研究

荒尾市

○総合計画成果検証のためのアンケート調査○持続可能なスマートシティの
エリアマネジメント手法検討調査○荒尾市の広報活動に関するアンケート調
査○ごみ再組成分析検査○三池炭鉱修景・保全調査○荒尾市の世界遺産を活
かしたまちづくり人材育成事業○荒尾市・長洲町新学校給食センター PFI導
入可能性調査○荒尾市における地域の活動拠点づくりに関する研究○市内従
業員数調査○就職状況調査○荒尾市子どもの読書に関するアンケート

玉名市 ○「玉名市人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に
伴う調査

宇土市 ○宇土市地域福祉計画に関するアンケート調査○・介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査・在宅介護実態調査

合志市 ○市民意識調査○人口推計調査○事務事業評価と施策評価○合志市地域公共
交通再編実施計画

大分県
大分市

○大分市総合計画第2次基本計画○大分市人口ビジョン○大分市民意識調査
○行政評価（事務事業評価、政策・施策評価、指定管理者制度導入施設評価）
○大分市文化・芸術に関するアンケート調査○保健・医療・介護データの連
結による医療費の分析に係る取組み○大分市介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査○在宅介護実態調査○令和元年度中心市街地 小売業商品販売額・飲食
サービス業売上額調査○中心市街地における歩行者通行量調査○歩行者天国
通行量調査○大分市都町における歩行者通行量調査

中津市 ○①中津干潟調査②ベッコウトンボ等実態調査
由布市 ○湯布院地区（JR由布院駅前）交通社会実験
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岡山県

岡山市 ○岡山市市民意識調査○「第4次さんかくプラン」年次報告 施策の実施状
況及び評価○性的マイノリティに関する市民意識調査

倉敷市 ○「一輪の綿花から始まる倉敷物語」調査研究事業
玉野市 ○市民意識調査

井原市 ○井原市の公共交通に関するアンケート調査○井原市介護予防・日常生活調
査○井原市読書アンケート

瀬戸内市 ○第2期瀬戸内市太陽のまち創生総合戦略策定に係る市民意識・希望調査（3
種類）

真庭市 ○高等教育機関等の立地可能性調査

広島県

福山市 ○総合計画策定に向けた基礎調査○市民のスポーツに関するネット調査○福
山市 福祉に関するアンケート調査

庄原市
○行政評価（事務事業）○行政経営改革の取組状況調査○ RPA試行導入○
「高齢者を対象とした冬期の住まいに関するアンケート調査」○「介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査」○「在宅介護実態調査」○庄原市グローバル人材
確保・定着促進計画策定に向けたアンケート調査等

大竹市
○令和元年度こいこいバス利用実態把握アンケート調査○大竹市民の幸せ感
に関するアンケート○大竹市まちづくり基本構想策定のための市民アンケー
ト調査

東広島市 ○令和元年度東広島市市民満足度調査
江田島市 ○江田島市議会に関するアンケート調査○市民満足度調査
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上田市政策研究センター 自治体の内部組織 上田市
駒ヶ根市政策研究所 常設の任意団体 駒ヶ根市
中野市政策研究所 自治体の内部組織 中野市
岐阜市企画部未来創造研究室 自治体の内部組織 岐阜市
（一財）飛騨高山大学連携センター 一般財団法人 高山市
（公財）名古屋まちづくり公社名古屋都市セ
ンター 公益財団法人 名古屋市

豊橋市企画部未来創生戦略室 自治体の内部組織 豊橋市
アシタのたかはま研究所 自治体の内部組織 高浜市
鈴鹿市政策経営部総合政策課政策創造グルー
プ 自治体の内部組織 鈴鹿市

草津未来研究所 自治体の内部組織 草津市
(公財)京都市景観・まちづくりセンター 公益財団法人 京都市

おおさか市町村職員研修研究センター（マッ
セ OSAKA） 公益財団法人

（公財）大阪府市町村振興協
会（大阪府内の政令指定都市
を除く 31 市9町1村）

岸和田市総合政策部企画課政策担当 自治体の内部組織 岸和田市
とよなか都市創造研究所 自治体の内部組織 豊中市
(公財)尼崎地域産業活性化機構 公益財団法人 尼崎市
(一財)下関 21 世紀協会 一般財団法人 下関市
西条市自治政策研究所 自治体の内部組織 西条市
北九州市立大学地域戦略研究所 大学の附置機関 北九州市立大学
(公財)福岡アジア都市研究所 公益財団法人 福岡市
熊本市都市政策研究所 自治体の内部組織 熊本市
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宮崎県

宮崎市 ○市民意識調査

日向市
○日向市人口ビジョン（令和2年改訂版）○第2次日向市総合計画・後期基
本計画策定のための市民アンケート調査○日向市総合体育館基本構想○日向
市立地適正化計画

西都市 ○第2期さいと未来創生総合戦略及び第五次西都市総合計画策定のための基
礎調査及び市民意識調査

鹿児島県

阿久根市 ○阿久根市まちづくりアンケート
出水市 ○公共交通の現状分析調査
日置市 ○第2期日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略

曽於市

○曽於市農村振興基本計画（本計画を策定するにあたっての各種調査）○曽
於市 Iot実装計画の策定（本計画を策定するにあたっての各種調査）○第2
次曽於市まち・ひと・しごと創生総合戦略（本計画を策定するにあたっての
各種調査）○第3次曽於市地域情報化計画（本計画を策定するにあたっての
各種調査）○曽於市立地適正化計画策定（本計画を策定するにあたっての各
種調査）

霧島市 ○第2期霧島市ふるさと創生総合戦略策定支援業務
いちき串木野
市

○いちき串木野市「人口ビジョン」及び「総合戦略」策定にあたっての市民
意識調査

南さつま市 ○地方創生に関するアンケート○高齢者等実態調査・日常生活圏域ニーズ調
査

志布志市 ○総合振興計画市民意識調査

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
青森公立大学地域連携センター 大学の附置機関 青森公立大学
盛岡市まちづくり研究所 大学の附置機関 盛岡市・岩手県立大学
北上市近未来政策研究所 自治体の内部組織 北上市
鹿角市政策研究所 自治体の内部組織 鹿角市

最上地域政策研究所 常設の任意団体
新庄市・金山町・最上町・舟
形町・真室川町・大蔵村・鮭
川村・戸沢村・最上広域市町
村圏事務組合・山形県

うつのみや市政研究センター 自治体の内部組織 宇都宮市
矢板市政策研究会議 自治体の内部組織 矢板市
高崎経済大学地域科学研究所 大学の附置機関 高崎市

彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合 埼玉県及び埼玉県の全市町村
（63 市町村）

かすかべ未来研究所 自治体の内部組織 春日部市

埼玉県東南部都市連絡調整会議 常設の任意団体 草加市・越谷市・八潮市・三
郷市・吉川市・松伏町

戸田市政策研究所 自治体の内部組織 戸田市
松戸市政策推進課市政総合研究室 自治体の内部組織 松戸市
港区政策創造研究所 自治体の内部組織 港区
新宿自治創造研究所 自治体の内部組織 新宿区
せたがや自治政策研究所 自治体の内部組織 世田谷区
(公財)荒川区自治総合研究所 公益財団法人 荒川区

(公財)東京市町村自治調査会 公益財団法人 東京都多摩・島しょ地域 26
市5町8村

町田市未来づくり研究所 自治体の内部組織 町田市
日野市企画経営課戦略係 自治体の内部組織 日野市
横須賀市経営企画部都市戦略課 自治体の内部組織 横須賀市
鎌倉市政策創造課政策創造担当 自治体の内部組織 鎌倉市
みうら政策研究所 市内部の「常設型の提言機構」 三浦市
伊勢原市政策研究所 自治体の内部組織 伊勢原市
上越市創造行政研究所 自治体の内部組織 上越市
甲斐市政策研究所 自治体の内部組織 甲斐市

表3 都市シンクタンク等一覧
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